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聖書キリスト教会東京協会外壁改修工事 アルミ建具、硝子 林建設（株）

Ｂｒａｎｃｈｅ西新宿新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター （株）三浦組

リリーゼ東小金井新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉 （株）田中建設

住吉小学校校舎内装大規模改造工事 アルミ、スチール建具、シャッター、トイレブース 新日本工業（株）

Drオフィス様共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子 大東建託（株）

特老　桧原苑新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、アルミ門扉 （株）田中建設

ステップ常盤台ビル新築工事
アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミカーテンウォール、エンジン、硝
子、笠木、パーテーション

住友不動産（株）

的場誠一様共同住宅新築工事 アルミ、スチール建具、硝子、アルミ門扉 大東建託（株）

（仮称）東麻布２丁目計画新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、トイレブース （株）田久保工務店

東京農林総合研究センター立川庁舎改修工事
アルミ、アルミ木複合、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター、防水ガラリ、
トップライト、パーテーション

砂川建設（株）

（仮称）大野台１丁目ビル大規模改修行為 アルミ、スチール建具、オペレーター （株）中島建設

鶴見研究施設改修工事 スチール建具、エンジン、硝子、アルミ庇 京急建設（株）

警視庁有家族待機寮砂川住宅３号館改修工 アルミ手摺 豊友建設（株）

セブンイレブン京急ST雑色店新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター 京急建設（株）

三ツ木グループ本社ビル新築工事
アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミカーテンウォール、エンジン、オ
ペレーター、アルミ門扉

林建設（株）

IHI瑞穂工場正門警備室改修工事 アルミ、スチール建具、硝子 （株）IHIビジネスサポート

東京ロジテック　TL-３　建替工事 アルミ、スチール建具、オペレーター、硝子、シャッター 砂川建設（株）

二宮電線工業淵野辺工場第二増築工事
アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミカーテンウォール、エンジン、オ
ペレーター、庇

（株）田中建設

飯田邸増築工事 アルミ建具、オペレーター、硝子、庇 （株）石井工務店

（仮称）LIGALAND早稲田新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター （株）三浦組

（株）免疫生物研究所前橋Kパイロットプラン建築工事 スチール、ステンレス建具、トイレブース、パーテーション （株）清水建設工業

中尾様邸改修工事 デッキ、カーポート （有）成徳プランニング

(2017年度～) アルミ建具、硝子、アルミ笠木 （有）克栄建設

江東区深川スポーツセンター改修工事 アルミ、スチール建具、オペレーター、トップライト 立花建設（株）

合同会社BOND様共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、アルミ門扉 大東建設（株）

リリーゼ中野南台新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン （株）田中建設

江東区男女共同参画推進センター改修工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、オペレーター、エンジン、ｼｬｯﾀｰ、トイレブース 新日本工業（株）

東京リハビリ協会日の出事業所２号館建築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、硝子 立川ハウス工業（株）

南小岩６丁目マンション新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター （株）ジュントラスト

（株）ニッパンエンジニアリング本社新築工事 アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター、アルミ手摺 （株）YAZAWA　LUMBER

2016年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者
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2016年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

根岸５丁目定期利用保育施設借上 アルミ建具、硝子 大和リース（株）

八王子明神町３丁目計画新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具 扶桑建設（株）

小滝橋自動車営業所杉並支所整備工事
アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、シャッター、オペレーター、ステン
レス手摺

京急建設（株）

（仮称）成田東４丁目保育園新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、オペレーター （株）目時工務店

稲城第二小学校校舎大規模改修工事 アルミ建具、硝子 大石建設（株）

（仮称）萩の湯新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、アルミルーバー （株）濱建設

初台計画新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、パーテーション 新日本工業（株）

グランドイースト高松町新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペtレーター 扶桑建設（株）

グランステート様共同住宅新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、シャッタ-、アルミ門扉 大東建託（株）

（仮称）東豊田複合施設建築工事 アルミ、スチール建具、硝子、トイレブース、スライディングウォール 眞生工業（株）

かながわ信用金庫横浜営業所新築工事 スチール、ステンレス建具、トイレブース 京急建設（株）

稲城消防出張所新築工事 シャッター、パーテーション、トイレブース 大石建設（株）

臨港バス横浜営業所新築工事 シャッター、スライディングウォール 京急建設（株）

EXAM吉祥寺新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミ門扉 （株）三浦組

EXAM大森新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具 （株）三浦組

東京都障害者総合スポーツセンター仮設棟工事 アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、シャッタ-、パーテーション 立川ハウス工業（株）

（仮称）パイオニアキッズ第二仙川園新築工事 アルミ、スチール建具、オペレーター、シャッター、トップライト 永光建機（株）

三鷹市立高山小学校時限付新校舎整備工事 アルミ建具、硝子 立川ハウス工業（株）

（仮称）国立の家共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッタ-、アルミ門扉 （株）田中建設

（仮称）蒲田４丁目プロジェクト新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッタ-、クロゼットドア 京急建設（株）

小平市立学園東小学校プール更衣室増築工事 アルミ建具、硝子、アルミ門扉 立川ハウス工業（株）

日野市民の森ふれあいホール改修工事 ステンレス手摺、硝子 眞生工業（株）

首都大学東京日野キャンパス改修工事 アルミ、スチール、ステンレス建具 中村建設（株）

練馬区立学校教育支援センター大泉分室新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン （株）小池工務店

天神一丁目計画新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター （株）加藤工務店

栗原一雄様共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子 大東建託（株）

（仮称）しらゆり福祉作業所新築工事 アルミ、スチール建具、硝子、アルミ手摺、笠木、アルミ庇 中村（株）

鶴風会小児科療育病院みどり愛育園改修工事
アルミ、スチール建具、オペレーター、シャッター、カーテンボックス、スラ
イディングウォール

中村建設（株）

赤羽南１丁目共同住宅総合改修工事 アルミ、スチール建具、硝子、トイレブース、アルミフェンス、アルミ庇 三和建装（株）

梅屋敷駅構内店舗新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン 京急建設（株）

村野彌太郎様共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子 大東建託（株）
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2016年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

高峰地所ビル新築工事
アルミ、スチール建具、アルミカーテンウォール、エンジン、オペレーター、
アルミ門扉

（株）田中建設

府中２丁目プロジェクト新築工事 アルミ、スチール、ステンレス、樹脂建具、エンジン （株）田中建設

（仮称）渡辺バンビ様共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター、アルミ門扉、硝子 大東建託（株）

モリヤ様テナントビル新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、硝子 大東建託（株）

都営住宅25H-101東（北区桐ケ谷２丁目）工事 アルミ、スチール建具 大谷建興（株）

都営住宅24H-113東（江戸川区船堀１丁目）工事 アルミ、スチール建具、アルミ門扉 （株）三浦組

ステータス立川新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン （株）長井工務店

Ｈ26昭和四阿建築他工事 アルミ、スチール建具、エンジン、トイレブース、オペレーター、硝子 砂川建設（株）

（仮称）LIGALAND本郷新築工事 アルミ、スチール建具 （株）三浦組

東京海洋大学（越中島）百周年記念資料館他新築工事
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、トイレブース、間仕切り、ア
ルミ笠木、硝子

大出産業（株）

駒沢大学プロジェクト新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、トップライト、アルミ門扉 横沢建設（株）

中野ひまわり保育園新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター、シャッター、アルミ門扉 横沢建設（株）

調布市金子地域福祉センター改修工事 スチール建具、シャッター、オペレーター 相互建設（株）

（仮称）LIGALAND市ヶ谷薬王寺新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター、アルミ門扉 （株）三浦組

東京国税局練馬寮改修その他工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子 立花建設（株）

東京医科大学八王子医療センター改修工事 スチール建具、エンジン、硝子 西友建設（株）

立川錦町３丁目計画新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉 （株）田中建設

朝日航洋（株）空間情報事業本社新築工事 アルミ建具、オペレーター、アルミ門扉 西武建設（株）

中町2丁目精華保育園新築工事
アルミ、スチール、ステンレス建具、オペレーター、スライディングウォー
ル、トイレブース、アルミ門扉

（株）田中建設

リリーゼ小金井梶野町５丁目計画新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉 （株）田中建設

ワークライフ様共同住宅新築工事
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、オペレータｰ、シャッ
ター、アルミ門扉

大東建設（株）

東京大学（西東京）格納庫等新営工事 スチール建具、硝子、シャッター 長田組土木（株）

阿川アキ様共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子 大東建設（株）

若林様共同住宅新築工事 アルミ、スチール建具、硝子 大東建託（株）

多摩総合医療センター内装工事 スチール建具、硝子、パーテーション 河村建設（株）

一本松集会場建築工事 アルミ建具、硝子 立川ハウス工業（株）

砂原保育園建替工事
アルミ、スチール建具、オペレーター、硝子、トップライト、トイレブース、ア
ルミ門扉

砂川建設（株）

府中第七小学校ｻｯｼ、硝子飛散防止フィルム工事 ガラスフィルム （有）石川建設

栄光多摩平の森保育園新築工事 アルミ、アルミ室内建具、エンジン、硝子、シャッター 砂川建設（株）
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2016年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

こどもの森幼稚園遊戯室棟新築工事 アルミ、スチール建具、オペレーター、アルミ門扉 横沢建設（株）

立川共同住宅＋店舗新築工事 アルミ、スチール建具、シャッター、オペレーター、アルミ門扉 相互建設（株）

（仮称）LIGALAND目黒新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、シャッター、アルミ門扉 （株）三浦組

新田保育園新築工事 アルミ、スチール建具、トイレブース、スチール門扉、硝子 横沢建設（株）

メゾンＭＳ第一ビル新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、アルミ門扉、オペレーター 西友建設（株）

（仮称）国立Ｍビル新築工事 アルミ、スチール、樹脂建具、硝子 （株）中村

立川基地跡地備蓄倉庫新築工事 アルミ、スチール建具、シャッター、オペレーター、アルミ手摺 坂村建設（株）

社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院改修工事 アルミ、スチール建具、オペレーター、カーテンボックス、庇、硝子 中村建設（株）

（仮称）住吉町１丁目ビル新築工事 アルミ、スチール建具、アルミ手摺、庇、硝子 白木建設（株）

小平第一中学校他９校防災機能強化工事 スチール建具、硝子 （株）清水建設工業

鉄道総合研究所管理棟１Ｆ改修工事 アルミ建具、エンジン、硝子 白木建設（株）
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大谷建興（株）住吉小学校校舎内装大規模改造工事 スチールシャッター

青梅市立第三中学校屋内運動場改築工事 アルミ、木複合建具、オペレーター 砂川建設（株）

中町1丁目ビル新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター 白石建設（株）

府中消防署分梅出張所庁舎（26）新築工事
アルミ、スチール、ステンレス建具、スチールカーテンウォール、エンジ
ン、シャッター、トイレブース、パーテーション、硝子

眞生工業（株）

（府中市）小学校10校体育館天井等落下防止対策工事 アルミ建具 （株）敏鉄工

Ｗａｋｏ-Ｈ-Ｈｏｕｓｅ新築工事 アルミ、スチール建具、硝子 （株）田久保工務店

都営住宅25H-113西（国立市富士見台４丁目）工事 アルミ、スチール建具、硝子 （株）朝倉組

都営住宅25H-114西（国立市富士見台４丁目）工事 アルミ、スチール建具、硝子 関建設工業（株）

ホソヤコーポレーション様店舗付共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉、硝子 扶桑建設（株）

エステムプラザ墨田向島新築工事 アルミ、スチール、ステンレス、樹脂建具、エンジン、アルミ門扉 （株）田中建設

（仮称）西武信用金庫町田支店新築工事
アルミ、スチール建具、アルミカーテンウォール、エンジン、オペレーター、
庇

扶桑建設（株）

（仮称）村野サダ子様共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子 大東建託（株）

（仮称）篠田堅吾様共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子 大東建託（株）

（仮称）永井藤雄様共同住宅新築工事 アルミ、スチール建具、硝子 大東建託（株）

協栄産業（株）相模原事業所増築工事 アルミ、スチール建具、シャッター、オペレーター、アルミ門扉 林建設（株）

都営住宅24CH-105東（北区浮間１丁目）工事 アルミ、スチール建具、硝子 大谷建興（株）

東京慈恵大付属第三病院改修工事 アルミ、スチール建具、庇、硝子 立川ハウス工業（株）

（仮称）LIGALAND東品川新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、シャッター （株）三浦組

（仮称）LIGALAND大岡山新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター （株）三浦組

都営住宅24H-118東（墨田区文化１丁目）工事 アルミ、スチール建具 新日本工業（株）

セザール上井草改修工事 スチール建具 （株）清水建設工業

日の出福祉園インナーサッシ等改修工事 アルミ、樹脂建具、硝子、オーニング 日の出福祉園

(2017年度～)
アルミ、スチール建具、エンジン、シャッター、カーテンボックス、パーテー
ション、硝子

新日本工業（株）

リリーゼ光が丘新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉 （株）田中建設

ダイトデンソー耐火に伴う工事 アルミ、スチール建具、硝子 （株）五光建設

西武信用金庫小平支店新築工事
アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミカーテンウォール、エンジン、
カーテンボックス、トップライト

扶桑建設（株）

（仮称）正法会小山台道場兼用住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、オペレーター、アルミ手摺、硝子 （株）古川工務店

もみの木保育園若葉台増築工事 アルミ建具、オペレーター、硝子 白木建設（株）

瀬田４丁目マンション新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子 （株）ジュントラスト

テクノ工業改修工事 アルミ、スチール建具、硝子 長田組土木（株）

2015年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者
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2015年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

Ｅマンション新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子 扶桑建設（株）

田無町５丁目ビル新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター 大春建設（株）

東池袋５丁目プロジェクト新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター、アルミ門扉 （株）三浦組

アルミ、スチール建具、オペレーター、カーテンボックス

（仮称）LIGALAND白金台新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン （株）三浦組

（株）田中建設パレスモ（株）八王子事業所増築第二期工事

アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター、シャッター、硝子 （株）ジュントラスト

アルミ、スチール建具、エンジン、硝子

お茶の水女子大学認定こども園園舎設置工事 アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター、硝子 大和リース（株）

（株）ヤマウラ

箱根町仙石原店舗新築工事

経堂５丁目ブレインマンション新築工事

活動センターかなえ新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミ門扉 横沢建設（株）

（仮称）吉崎久乃様共同住宅新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、シャッター、硝子 大東建設（株）

（仮称）立川市錦町おしゃれ工房本社ビル新築工事
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、パーテーション、トイレブー
ス、アルミ門扉、アルミ手摺、硝子

中村建設（株）

（仮称）志村文也様共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子 大東建託（株）

（仮称）澤本辰夫様共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子 大東建託（株）

（仮称）南町３丁目ビル新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、シャッター、庇、アルミ手摺、硝子 白木建設（株）

都営日野平山アパート５号棟耐震改修工事 アルミ建具、硝子 豊友建設（株）

武蔵村山第五中学校武道場新築工事 アルミ、スチール建具、トップライト、硝子 立川ハウス工業（株）

一橋大学東一号館他改修工事 スチール、ステンレス建具、トイレブース、硝子 （株）清水建設工業

東小金井井上共同住宅計画新築工事 アルミ、スチール建具、ステンレス門扉 大石建設（株）

Ｋ社屋新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、シャッタ- 大出産業（株）

青梅梨の木保育園園舎増築工事 スチール建具、シャッター、アルミ手摺 佐久間建設（株）

練馬区光が丘第一中学校トイレ改修工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、トイレブース （株）小池工務店

（仮称）LIGALAND池袋本町新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター （株）三浦組

所沢聖地霊園管理棟新築工事 スチール、ステンレス建具、エンジン 西武建設（株）

西巣鴨中学校体育館改修工事 スチール、ステンレス建具 立花建設（株）

都営住宅25H-114西（国立市富士見台４丁目）工事 アルミ、スチール建具、硝子 中村建設（株）

東京競馬場乗馬センター整備工事 アルミ、ステンレス建具、オペレーター 林建設（株）

大東京信用組合日暮里支店新築工事
アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミカーテンウォール、オペレー
ター、カーテンボックス

（株）田中建設

府中警察署長仮設庁舎改修工事 アルミ、スチール建具、硝子 （有）白石建設

日立製作所中央研究所改修工事 アルミ、スチール建具、オペレーター、シャッター、トイレブース 戸倉工業（株）
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2015年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

旧戸倉小学校改修工事

稲城南山・東部増圧ポンプ所築造工事

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子

アルミ建具、硝子

モリヤ様テナントビル新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、硝子 大東建託（株）

高峰地所ビル新築工事
アルミ、スチール建具、アルミカーテンウォール、エンジン、オペレーター、
アルミ門扉

（株）田中建設

都営住宅24H-113東（江戸川区船堀１丁目）工事 アルミ、スチール建具、アルミ門扉 （株）三浦組

（仮称）渡辺バンビ様共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター、アルミ門扉、硝子 大東建託（株）

都営住宅25H-101東（北区桐ケ谷２丁目）工事 アルミ、スチール建具 大谷建興（株）

大出産業（株）東京海洋大学（越中島）百周年記念資料館他新築工事

ステータス立川新築工事 （株）長井工務店

砂川建設（株）

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

アルミ、スチール建具、エンジン、トイレブース、オペレーター、硝子

昇和建設（株）

アルミ、スチール建具、デッキ、庇、トイレブース、スライディングウォー
ル、アルミ門扉、硝子

眞生工業（株）

アルミ、スチール建具、木造用アルミ建具、硝子

アルミ、スチール建具、デッキ、庇、トイレブース、スライディングウォー
ル、パーテーション、アルミ門扉、硝子

中村建設（株）

アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミ手摺、アルミ笠木、庇

アルミ、スチール建具 扶桑建設（株）

アイピーシー（株）

木造用アルミ建具、リビング建材、庇、硝子

アルミ建具、硝子 立川ハウス工業（株）

アルミ、ステンレス建具、アルミカーテンウォール、硝子

西武建設（株）

（株）田中建設

（株）長坂工務店

松本建設（株）

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉、硝子 大東建設（株）

一本松集会場建築工事

アルミ建具、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミ門扉

アルミ、スチール建具、トイレブース、硝子

スチール、ステンレス建具、硝子
アルミ、スチール建具、エンジン、トップライト、可動間仕切り、アルミ門
扉、硝子

みうら湯弘明寺リニューアル工事

拝島駅前保育園新築工事

アルミ建具、オペレーター

アルミ、スチール建具、オペレーター、カーテンボックス （株）三浦組

豊友建設（株）

牟礼１丁目保育所新築工事

PICOナーサリ久我山駅前内装設備工事

久我山幼稚園西館改修工事

入曽駅耐震補強工事

（仮称）吉沢節子様共同住宅新築工事

（仮称）田村唯雄様共同住宅新築工事

（株）東映建工

扶桑建設（株）

砂川建設（株）

砂川建設（株）

砂川建設（株）

大石建設（株）

立川ハウス工業（株）

大東建託（株）

リリーゼ瑞江新築工事

T様邸新築工事

保育園堀之内移転改築工事

南池袋公園施設新築工事

向原の家新築工事

立川福祉作業所新築工事

岡田ビル新築工事

昭和町分室改修及び補強工事

立川市立第六小学校大規模改修工事

日野市立日野第五小学校校舎増築工事

Ｈ26昭和四阿建築他工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、トイレブース、間仕切り、ア
ルミ笠木、硝子

スチール、ステンレス建具
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2015年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール建具、エンジン、シャッター、アルミ門扉 （株）三浦組

立川基地跡地備蓄倉庫新築工事 アルミ、スチール建具、シャッター、オペレーター、アルミ手摺 坂村建設（株）

新田保育園新築工事 アルミ、スチール建具、トイレブース、スチール門扉、硝子 横沢建設（株）

こどもの森幼稚園遊戯室棟新築工事 アルミ、スチール建具、オペレーター、アルミ門扉 横沢建設（株）

メゾンＭＳ第一ビル新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、アルミ門扉、オペレーター 西友建設（株）

立川共同住宅＋店舗新築工事 アルミ、スチール建具、シャッター、オペレーター、アルミ門扉 相互建設（株）

（仮称）LIGALAND目黒新築工事

（仮称）住吉町１丁目ビル新築工事 アルミ、スチール建具、アルミ手摺、庇、硝子 白木建設（株）

（仮称）国立Ｍビル新築工事 アルミ、スチール、樹脂建具、硝子 （株）中村

鉄道総合研究所管理棟１Ｆ改修工事 アルミ建具、エンジン、硝子 白木建設（株）

社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院改修工事 アルミ、スチール建具、オペレーター、カーテンボックス、庇、硝子 中村建設（株）

府中２丁目プロジェクト新築工事 アルミ、スチール、ステンレス、樹脂建具、エンジン （株）田中建設

小平第一中学校他９校防災機能強化工事 スチール建具、硝子 （株）清水建設工業
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2014年度

クリニック国立あおやぎ苑新築工事

（仮称）上荻１丁目ビル計画新築工事

立川市柏町１丁目有料老人ホーム新築工事

調布第五中学校普通教室改修工事

中村建設（株）

村上工業（株）

（仮称）大岡５丁目共同住宅新築工事

昭島消防署大神出張所浴室改修工事 ＵＢ給湯器、防水・雑塗装、電気配線、アルミ建具

京急建設（株）

昭島消防署

（株）田中建設

巣鴨体育館・図書館改修工事 アルミ、スチールス建具、エンジン、オペレーター 立花建設（株）

林建設（株）

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター

扶桑建設（株）

井坂様邸新築工事

（仮称）目黒アパートメント新築工事

アルミ建具

ケアホーム西東京新築工事 アルミ、スチールス建具、エンジン、オペレーター

アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター、シャッター、硝子、鏡、
トップライト、手摺、庇、アルミルーバー

リリーゼ東京新富町新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉 （株）田中建設

アルミ、スチール、ステンレス建具、木製窓、オペレーター、トップライト 扶桑建設（株）

立川第一小学校建替工事 スチール建具 大成建設（株）

アルミ、スチール建具、シャッター

アルミ、スチール建具、アルミカーテンウォール、エンジン、硝子、
アルミ門扉

高橋邸新築工事 スチール鋳物門扉、アルミ門扉 （株）田久保工務店

（仮称）宮岡邸新築工事

アルミ、スチール建具、シャッター、硝子 トーヨーカネツビルテック（株）

砂川建設（株）

都立八王子北高校（25）体育館棟改修工事 アルミ、スチール建具、シャッター、硝子、アルミ門扉、トイレブース 砂川建設（株）

仙川町２丁目斉藤マンション新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター 林建設（株）

花村邸新築工事 アルミ、スチール建具、硝子 （有）アイピーシー

（有）アートワーク工場新築工事 アルミ建具、シャッター、硝子 （有）アートワーク

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、鏡、スチール門扉 砂川建設（株）

（仮称）東池袋５丁目計画新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ手摺 （株）濱建設

日野市新井医療複合施設外構工事 アルミ、ステンレス門扉、硝子、トイレブース 眞生工業（株）

有料老人ホーム幸神さくらⅡ新築工事 スチール建具、アルミ門扉 扶桑建設（株）

アルミ、スチール建具、エンジン、シャッター、硝子、パーテーション、
トイレブース

高橋邸新築工事 アルミ、スチール建具、シャッター、硝子 住友不動産（株）

Ｐｉｃｏナーサリ保育園新築工事

立川市柏町１丁目ドラッグストア新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター、シャッター、硝子 砂川建設（株）

(2017年度～) アルミ、スチール建具、オペレーター 戸倉工業（株）

光明第四保育園改修工事 アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター、トップライト （株）五光建設

高田電設（株）社員寮新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター、硝子 白木建設（株）

三ツ木深大寺元町有料老人ホーム新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン 林建設（株）

アークビル第三新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、アルミ門扉 京急建設（株）

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

上目黒マンション大規模改修工事 アルミ、スチール建具、硝子 （株）青木工務店
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2014年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール建具、アルミカーテンウォール、エンジン、
オペレーター、シャッター、硝子、鏡

テマリ保育園中央２丁目計画

横浜ポルタトップライト改修工事

立川第九小学校大規模改修工事

特別老人ホーム青梅白寿園新築工事

（仮称）目黒区東山1丁目計画

（仮称）愛川企画分室・舞台美術倉庫新築工事

福生第二学園大規模改修工事

草花公園住宅新築工事

（仮称）大森駅構内店舗新築工事

昭島市西部水道事業更新新築工事

延命寺薬師堂改修工事

東京農工大学小金井団地体育館新営その他工事

中村建設（株）

扶桑建設（株）

扶桑建設（株）

横沢建設（株）

京急建設（株）

中村建設（株）

（株）五光建設

京急建設（株）

村越邸新築工事

松井建設（株）

立花建設（株）

（株）田中建設

関建設工業（株）

豊友建設（株）

横沢建設（株）

（有）新青梅防水

（有）成徳プランニング

大東建託（株）

大東建設（株）

扶桑建設（株）

大和リース（株）

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター

東村山第六中学校トイレ改修工事 アルミ、スチール建具、硝子 白木建設（株）

アルミ建具、オペレーター

トップライト、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、カーテンボックス、トップライト

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、アルミ門扉

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

都営住宅24H-108西（立川市一番町）工事 アルミ、スチール、ステンレス建具 中村建設（株）

林建設（株）

スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具、エンジン、硝子

アルミ、スチール建具、エンジン、シャッター、カーテンボックス

扶桑建設（株）

大竹ハイツ改修工事

小平市鈴木保育園移管新園新築工事

サンエス様共同住宅新築工事

平塚宮の前マンション新築工事

アルミ、ステンレス建具、エンジン、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター

立川市高松学童保育所建替工事

東京農工大学府中幸町団地農学部１号館改修工事

エステムプラザ文京千石新築工事

関ビル改修工事

アルミ、スチール建具、エンジン、アルミ門扉

アルミ建具、硝子、庇

アルミ、スチール、ステンレス建具、オペレーター、シャッター、硝子、鏡

アルミ建具、硝子、庇、デッキ

アルミ、スチールス建具、硝子

アルミ、スチール建具、シャッター、カーテンボックス、スチール間仕切

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

砂川建設（株）

立川ハウス工業（株）

長田組土木（株）

立川新緑クリニック新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ建具、シャッター、硝子

アルミ、スチール建具、アルミカーテンウォール 相互建設（株）

アルミ、スチール建具 林建設（株）

砂川建設（株）
アルミ、スチール建具、オペレーター、シャッター、硝子、
トップライト、スライディングｳｫｰﾙ

警視庁単身者待機寮西国立寮改修工事

調布第三小学校給食室改修工事

都営住宅24H-109西（昭島中神第３）工事

東京大学図書館仮設建築工事

（仮称）Kプロジェクト新築工事

アルミ、スチール建具、硝子、アルミ門扉

田畑邸新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、シャッター、
硝子、アルミ手摺
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2014年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

多摩水道立川庁舎水質試験室改修工事

所沢おひさま保育園新築工事

東芝府中２８号館サッシ更新工事

よろず保育園新築工事

昭和の森こども園新築工事

（仮称）石神井台８丁目計画新築工事

（仮称）都立家政マンション新築工事

（仮称）外神田３丁目計画新築工事

稲城・府中墓苑メモリアルホール合葬式墓地等建築工事

立川第十小学校体育館ガラス取替工事

市営関前住宅玄関建具改修工事

武蔵村山第八小学校校舎借入工事

角栄ガス（株）霞ヶ関営業所新築工事

（株）田中建設

（株）籐京

信和建設（株）

（株）小池工務店

武蔵野市役所

立川ハウス工業（株）

林建設（株）

飛島建設（株）

戸倉工業（株）

西武建設（株）

大出産業（株）

（株）三浦組

立川市役所

アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター、アルミ門扉

アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター、トップライト

硝子

スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

アルミ、スチール建具、アルミカーテンウォール、オペレーター

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、ブラインドボックス

アルミ建具、シャッター、硝子

アルミ建具

アルミ、スチール建具、シャッター

アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、庇、笠木、スチール間仕切
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2013年度

国立あおやぎ苑増築工事

富士学院幼稚園改築工事

扶桑建設（株）

大和リース（株）

立花建設（株）

昭島消防署

（株）田久保工務店

（株）中島建設

扶桑建設（株）

中村建設（株）

扶桑建設（株）

トーヨーカネツ（株）

立川ハウス工業（株）

白木建設（株）

林建設（株）

戸倉工業（株）

西武建設（株）

（株）五光建設

林建設（株）

大東建託（株）

立川ハウス工業（株）

大和リース（株）

砂川建設（株）

（株）三浦組

新日本建設（株）

昭島消防署大神出張所防火衣収納庫改修工事 スチール建具、スチール棚、塗装工事

岸本邸新築工事 アルミ、スチール建具、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具子、エンジン、シャッター

秋篠宮邸仮事務所設置工事 アルミ、スチール建具、硝子

豊成小学校体育館プール棟その他改修工事 アルミ、スチール、ステンレス建具

田中マンション新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、トップライト

（仮称）新井2丁目マンション新築工事

扶桑建設（株）

昭洋工業（株）本社工場新築工事 アルミ、スチール建具

中村眼科新築工事 アルミ、スチール建具、硝子、エンジン

東京医科歯科大学仮設厨房新営工事 アルミ、スチール建具、硝子

（仮称）町田市鶴間店舗新築工事 アルミ建具、オペレーター

西武信用金庫（株）中野北口店舗改修工事 スチール建具

（株）グローブテック本社新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、オペレーター

（株）デーエスデーコンストラクション

都立八王子北高（24）校舎棟改修工事 ｱﾙﾐ、ｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽ建具、硝子、ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ、学校間仕切り

東京リハビリ協会立川事業所新築工事 アルミ建具、硝子、エンジン、オペレーター

足立区立栗原小学校給食場増築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子

砂川建設（株）

立川ハウス工業（株）

（株）古川工務店

アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、パーテーション

染地マンション大規模改修工事 アルミ、スチール建具

コーポ御殿山改修工事 アルミ、スチール建具、トップライト

府中第四中学校校舎耐震改修工事（その２） アルミ、スチール建具、門扉

オカコー薬品本社ビル新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター

さいたま法務総合庁舎（11）建築改修その他工事 アルミ、ステンレス建具

都営住宅23H-108西（稲城市大丸）新築工事 アルミ、スチール建具、硝子、門扉門扉

奈良北団地高齢者施設新築工事 アルミ建具、硝子

国分寺市立第三小学校校舎棟増築工事 アルミ、スチール建具、硝子、学校間仕切り、トイレブース

長田組土木（株）

砂川建設（株）

吉祥寺女子中学・高等学校八王子キャンパスクラブ新築工事 アルミ建具、硝子、鏡

国立療養所多磨全生園一般寮増築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、トップライト、
カーテンボックス

神田弘様共同住宅新築工事 アルミ、スチール建具、硝子、門扉

（仮称）K-５２計画新築工事 アルミ建具、硝子、オペレーター、庇、笠木

足立区新田保育園新築工事 アルミ建具、硝子

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

都営住宅23H-103西（東久留米市南町）新築工事 アルミ、スチール建具

三鷹市大沢台小学校防火シャッター改修工事 シャッター

大谷建興（株）

三鷹市役所
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2013年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン、オペレーター、
シャッター、トップライト、トイレブース、スライディングｳｫｰﾙ

朝日町３丁目計画新築工事

特別養護老人ホーム（仮称）幸神さくら新築工事

眞生工業（株）

（仮称）発達支援センター新築及び併行防音工事

（株）清水建設工業

白木建設（株）

立川ハウス工業（株）

平野建設（株）

扶桑建設（株）

扶桑建設（株）

扶桑建設（株）

トーヨーカネツ（株）

大和リース（株）

中村建設（株）

国分寺市役所

立川ハウス工業（株）

林建設（株）

林建設（株）

（株）大道工業

大東建託（株）

（株）田中建設

（株）田中建設

戸田建設（株）

（有）克栄建設

（株）長井工務店

眞生工業（株）

（株）三浦組

砂川建設（株）

横沢建設（株）

（有）村木塗装店

立川ハウス工業（株）

扶桑建設（株）

千早臨時保育所設置に伴う園舎賃貸借 アルミ建具、硝子、エンジン

もみの木保育園長峰増築工事 アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター

加藤マンション新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン

（仮称）日野市新井医療福祉総合施設新築工事

（仮称）小手指計画 アルミ、スチール建具、オペレーター

（仮称）天野西砂マンション アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター

東戸塚新築工事 アルミ、スチール建具、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、トップライト、
シャッター、エクスパンション

恵比寿防災職員住宅改修工事 アルミ、スチール建具、硝子

練馬区大泉第三小学校学童クラブ室新築工事 アルミ建具、硝子、シャッター

中村幸子様邸新築工事 アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、トップライト

井口小学校学童保育所建替工事 アルミ建具、硝子

三ツ木深大寺元町有料老人ホーム新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン

府中市新町１丁目計画新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、門扉

（仮称）日本酒類販売吉祥寺寮建替工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、門扉、手摺

都営住宅23H-112西（武蔵村山）新築工事 アルミ、スチール建具、硝子

国分寺もとまち保育園・しんまち保育園排煙オペレーター改修工事 オペレーター

森林技術研究所庁舎耐震改修工事 アルミ建具、パーテーション、カーテンボックス

分倍保育園新築工事 アルミ、スチール建具、オペレーター

ピアコートTM大山新築工事 アルミ、スチール建具、硝子、手摺

町田市金森学童クラブ改修工事 アルミ建具、硝子

平野知己様共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン、門扉

パレスモ八王子増築工事 アルミ、スチール建具、オペレーター

東京ゆりかご幼稚園新築工事 アルミ建具、硝子

福島屋新築工事 アルミ、スチール建具、硝子、エンジン、オペレーター、門扉

日比生邸新築工事 アルミ建具、硝子

中河原認証保育園新築工事 アルミ建具、オペレーター、エンジン

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、トップライト、シャッター、
エクスパンション

スチール建具、硝子、トイレブース、スライディングｳｫｰﾙ、
シャッター、門扉、手摺

14



2013年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

東京都八王子自立ホーム（24）増築及び改修工事

横沢建設（株）

立川ハウス工業（株）

（株）長井工務店

（株）濱建設

大出産業（株）

（有）石川建設

林建設（株）

林建設（株）

戸倉工業（株）

（株）田中建設

立川ハウス工業（株）

（株）せきど

東京都動物愛護相談センター

武蔵野市役所

（仮称）東池袋５丁目計画新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

南青山４丁目ビル新築工事 アルミ、スチール建具、硝子、トップライト、門扉

東京都七生福祉園成人寮個室化工事 アルミ、スチール建具、硝子

市立小金井第四小学校プール更衣室改修工事 アルミ建具、硝子

（仮称）多摩第一小学校学童クラブ建設工事 アルミ建具、硝子、オペレーター

立川富士見児童館大規模改修工事 アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター

調布市調和小学校校舎増築工事 アルミ、スチール建具

えがおの森保育園新築工事 アルミ建具、オペレーター、トップライト、門扉

明大前マンション新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、樹脂内窓、エンジン、門扉

総合指令所建物改修その他工事 アルミ、スチール建具、シャッター、カーテンボックス

調布市第五中学校校舎増築工事 アルミ、スチール建具

西武建設（株）

長田組土木（株）東京農工大学府中幸町団地農学部一号館耐震改修工事
アルミ、スチール建具、エンジン、パーテーション、トイレブース、
カーテンボックス

東京都動物愛護相談センター多摩支所自動ドア改修工事 アルミ建具、硝子、エンジン

西久保コミュニティーセンターアルミサッシ改修工事 アルミ建具、硝子、硝子フィルム、庇

西林邸改修工事 アルミ建具、硝子、シャッター セキスイインテリア（株）

若林歯科医院恵比寿南プロジェクト新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、トップライト

アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン、オペレーター、
シャッター、庇、門扉
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2012年度

アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミCW、エンジン、門扉、
シャッター

西武建設(株）（仮称）小金井緑町計画新築工事

東京競馬場入場門喫煙室設置工事 アルミ建具、硝子 （株）せきど

武蔵境２丁目計画新築工事 アルミ、スチール建具、オペレーター、シャッター 大創建設（株）

中野消防団第三分団２部格納庫新築工事 アルミ、スチール建具、硝子、シャッター 大和リース（株）

東久留米市小山小学校耐震補強工事 アルミ、スチール建具 日立コーポレーション（株）

多摩動物公園アジアの平原展示施設建築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、トップライト 多摩住起建設（株）

保谷駅南口店舗計画建築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター 西武建設（株）

日野わかば保育園別棟新築工事 アルミ、ステンレス建具、硝子 砂川建設（株）

小平市消防団第三分団詰所新築工事 アルミ、ステンレス建具、硝子、オペレーター （株）清水建設工業

アースサポート千歳烏山デイサービスセンター新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン 横沢建設（株）

東大和市第三中学校体育館耐震改修工事 アルミ、スチール建具 （株）小倉工務店

杉田邸事務所併用住宅新築工事 アルミ建具、硝子 扶桑建設（株）

昭島緑町デイサービスセンター改築工事 アルミ、スチール建具、エンジン 扶桑建設（株）

中野邸新築工事 アルミ、スチール建具、硝子 （株）四谷恒産

府中第四中学校耐震補強工事（その１） アルミ、スチール建具 扶桑建設（株）

府中市小柳小学校校舎耐震改修工事 アルミ建具、硝子 横沢建設（株）

渡辺クリニック増築工事 アルミ建具、オペレーター 横沢建設（株）

府中第八中学校校舎耐震改修工事 アルミ、スチール建具、硝子 中村建設（株）

センコーエーラインアマノ（株）東京営業所新築工事 アルミ建具、硝子、エンジン 大和リース（株）

飯田駐輪場新築工事 アルミ、スチール建具 （株）石井工務店

狛江第三中学校校舎耐震補強工事 アルミ、スチール建具 （株）イズミコンストラクション

砂原保育園乳児保育室子育て広場 アルミ、スチール建具、硝子、庇、門扉、目隠しルーバー 大出産業（株）

サンクレイドル横浜港北新築工事 硝子 （株）アーネストワン

味彩多摩ビルリフォーム工事 アルミ、スチール建具、硝子、エンジン、オペレーター、シャッター 林建設（株）

松が枝町プロジェクト新築工事 ステンレス建具 （株）中島建設

宿谷様貸施設新築工事 アルミ、スチール建具 大和ハウス工業（株）

国立あおやぎ苑国立屋上手摺工事 アルミ手摺、硝子 中村建設（株）

大戸緑地便所新築工事（その２） ステンレス建具、硝子、トイレブース 眞生工業（株）

グループホーム白山みやびの郷新築工事 スチール、ステンレス建具、オペレーター 立花建設（株）

上荻4-6番地共同住宅新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、トップライト （株）デーエスデーコンストラクション

春光保育園新築工事 アルミ、スチール建具、トップライト （株）間組

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

ネッツトヨタ多摩東村山店改修・工場新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター 扶桑建設（株）
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2012年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター
カーテンボックス

防医大（23）外来棟改修建築その他工事

アスク町田保育園改修工事 アルミ、スチール建具、硝子、エンジン、オペレーター 林建設（株）

ベストライフ小平新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター 扶桑建設（株）

府中市南町学童クラブ増築工事 アルミ、スチール建具、硝子、トイレブース、オペレーター 信和建設（株）

町田バスセンター一号館エレベーター設置工事 アルミCW （株）石井工務店

都営明石町アパート改修工事 アルミ建具、硝子、パーテーション、ブラインド、オペレーター （株）古川工務店

都立日比谷高校仮設校舎等の借入れ アルミ、スチール建具、硝子、樹脂内窓 立川ハウス工業（株）

サンシュロス昭島害規模改修工事 足場仮設工事、塗装防水工事、タイル工事、樹脂内窓 サンシュロス昭島管理組合

（仮称）入間住宅計画新築工事 アルミ建具、硝子、シャッター （株）長坂工務店

多摩モノレール駅舎防水改修その他工事 アルミ建具 （株）せきど

遠藤邸新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子 平野建設（株）

サンビナス介護棟新築工事 アルミ、スチール建具 新日鉄エンジニアリング（株）

世田谷区二子玉川小学校j増築工事 トイレブース、学校間仕切り （株）中島建設

（株）杏林舎川口工場改修工事 アルミ、スチール建具、硝子、エンジン （有）榎本工務店

谷ビル新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具 扶桑建設（株）

武蔵境共同住宅新築工事 アルミ、スチール建具、エンジン 扶桑建設（株）

府中分梅町４丁目２５計画工事 アルミ、スチール建具 横沢建設（株）

警視庁多摩総合庁舎（24）外壁改修工事 タイル改修、金物 眞生工業（株）

扶桑建設（株）

島田電機製作所八王子工場改修工事 アルミ、スチール建具、硝子 中村建設（株）

西五反田６丁目ライゼボックス新築工事 アルミ、スチール建具

東寺方小学校仮校舎建設工事 アルミ建具、硝子 大出産業（株）

（株）中島建設

渡部ビル新築工事 アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、樹脂内窓 （株）三嘉ホーム

警視庁目白警察署椎名町駅前交番庁舎改築工事 アルミ、スチール建具 西武建設(株）

都営住宅22H-128東（江戸川区東篠崎）新築工事 アルミ、スチール建具、硝子 （株）五光建設

アースサポート東品川デイサービスセンター新築工事 アルミ建具、硝子、エンジン、オペレーター 横沢建設（株）

西武信用金庫箱根保養所改修工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、エンジン 扶桑建設（株）

飯田ビル改築工事 アルミ、スチール建具、硝子、庇 扶桑建設（株）

文京ひかりの里新築工事 アルミ、スチール建具、硝子、エンジン、オペレーター、シャッター 立花建設（株）

足立区大谷田住宅新築工事 アルミ、スチール建具 （株）中島建設

若竹児童館耐震補強工事 アルミ、スチール建具、硝子、トイレブース （株）五光建設

光明第六保育園改築工事 アルミ、スチール建具、硝子、エンジン、オペレーター、トップライト （株）五光建設
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2012年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ建具、硝子、オペレーター、門扉、手摺、トイレブース
間仕切り

アルミ、ステンレス建具、ステンレス階段、硝子、エキスパンション、
スチールフェンス

田中恒吉様共同住宅新築工事 アルミ、スチール建具、硝子 大東建託（株）

日野わかば保育園建替工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子 砂川建設（株）

第三至誠学園新築工事

（株）古川工務店都営芝５丁目アパート（２号棟）耐震改修工事

江東区平久小学校校舎その他改修工事 アルミ、スチール建具、オペレーター、門扉 立花建設（株）

七生保育園児童成人居室個室化工事 アルミ、スチール建具、硝子 （有）石川建設

大出産業（株）成城つくしんぼ保育園新築工事

アルミ、スチール建具、硝子、門扉 砂川建設（株）

扶桑建設（株）（仮称）テクノビル新築工事
アルミCW、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター
カーテンボックス

都営住宅22H-114東（北区王子本町）新築工事 アルミ、スチール建具、硝子 中村建設（株）
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2011年度

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター

アルミ手摺、硝子

アルミ、スチール建具、硝子、エンジン、オペレーター

アルミ、スチール建具

アルミ建具、硝子

アルミ、スチール建具、学校間仕切り

アルミ、スチール建具、トイレブース

ｱﾙﾐ、ｽﾁｰﾙ、ステンレス建具、エンジン、シャッター、オペレーター

アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、オペレーター

アルミ、スチール建具、硝子、トップライト、可動間仕切り
トイレブース、アルミ門扉

スチール、ステンレス建具、硝子、トップライト

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター

アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、シャッター

ｱﾙﾐ、ｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽ建具、エンジン、シャッター、オペレーター

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター

アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター

アルミ建具、エンジン、シャッター、トップライト、アコーディオンドア

世田谷区立給田５丁目障害者施設改修工事

特老栄光の杜二期及び改修工事

王邸新築工事

府中市府中第四小学校校舎耐震改修工事

昭島市福島中学校大規模改造工事

（仮称）調布布田６丁目プロジェクト新築工事

アルミカーテンウォール、アルミ、スチール、ステンレス建具、
エンジン、カーテンボックス

アルミ、スチール建具、硝子、アルミ笠木

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター

アルミ建具

ブラインド

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター

アルミ建具、硝子

日野市たまだいら保育園園舎建築工事

柿の木坂Ｔ邸新築工事

甲州街道駅前金子マンション新築工事

（仮称）府中市郷土の森複合施設新築工事

府中市第六小学校校舎耐震改修工事

府中市小柳小学校校舎耐震改修工事

西武信用金庫矢部支店新築工事

国分寺市立書庫棟建設工事

（仮称）北品川１丁目プロジェクト新築工事

高架下スタジオSｉｔｅ‐Ｄ新設工事

協栄産業(株）本社改修工事

新江古田マンション新築工事

小川富子様共同住宅新築工事

都営住宅21H‐102西（調布国領）新築工事

武蔵野市第一小学校他４校空調設備工事

（仮称）第一城山マンション新築工事

メディカルﾎｰﾑまどか上鶴間新築工事

瀧島ビル新築工事

石田マンション新築工事

西砂保育園分園新築工事

小規模特別老人ホームほほえみ新築工事

新日本工業（株）

戸倉工業（株）

西武建設(株）

（株）中島建設

（株）中島建設

（株）中島建設

扶桑建設（株）

信和建設（株）

（株）清水組

平野建設（株）

白木建設（株）

扶桑建設（株）

京急建設（株）

林建設（株）

西武建設(株）

大東建託（株）

（株）ヤマウラ

（株）中島建設

扶桑建設（株）

扶桑建設（株）

中村建設（株）

（株）今西組

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

扶桑建設（株）

相互建設（株）都営調布くすのきアパート廊下手摺改修工事

アルミ、スチール建具、アルミ門扉

（株）イズミコンストラクション

五光建設（株）

中村建設（株）府中市第二小学校校舎・体育館外壁改修工事

関東管区警察学校本館等網戸遮光フィルム設置工事 (株）清水建設工業

（株）朝日工業社

（株）中島建設

アルミ建具、飛散防止フィルム

硝子、飛散防止フィルム、オペレーター、カーテンボックス、カーテン

アルミカーテンウォール、アルミ、スチール、ステンレス建具、
エンジン、硝子、シャッター
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2011年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

スチール、ステンレス建具、硝子

森の子保育園新築工事

（仮称）至誠いしだ保育園新築工事

三鷹市北野小学校シャッター改修工事

木田邸新築工事

一橋大学空手道場新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、
アルミルーバー

アルミ、スチール建具、オペレーター

ｱﾙﾐ、ｽﾁｰﾙ、ステンレス建具、エンジン、シャッター、オペレーター

東京都消防技術安全所総合実験室シャッター改修工事

アルミ、スチール建具、硝子、エンジン、オペレーター、トップライト

アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、イスターカーテン

シャッター、電気配線、塗装

アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、アルミ門扉

アルミ、スチール建具、硝子

シャッター、電気配線、塗装防水

アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター

アルミコートライン

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

アルミ、スチール建具

スチール建具

アルミ、スチール建具、硝子、エキスパンション

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具、硝子

アルミ建具、硝子、トイレブース、スライディングウォール

ｱﾙﾐ面格子

アルミ、スチール、ステンレス建具、手摺、笠木

アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、トイレブース

アルミ建具、エンジン、オペレーター

アルミ建具

スチール建具

アルミ建具、硝子

シャッター

アルミ、スチール建具、硝子、防風スクリーン

アルミ、スチール建具、エンジン、シャッター、アルミ門扉

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉

アルミ建具、硝子

ＪＡ東京第三ビル改修工事

（仮称）花好ビル新築工事

都営住宅21H‐114東（江戸川区船堀）新築工事

クラウドナイン東山新築工事

ＩＨＩ西工場屋根防水工事

富士本保育園新築工事

（仮称）高橋自宅併用マンション新築工事

阿部ﾋﾞﾙ新築工事

（仮称）第一城山マンション二期計画新築工事

立川市高松児童館及び高松会館大規模改修工事

ＨＯＵＳＥ・Ｎ　プロジェクト

レクサス多摩　改修工事

東京高地簡裁合同庁舎内部改修工事

練馬区光が丘Ⅱ計画

都営住宅22H‐105西（東村山Ｅ‐２）新築工事

そよかぜ学童保有クラブ建替工事

新川・島屋敷通り団地面格子取替え工事

（仮称）日本警備保障本社ﾋﾞﾙ新築工事

神宮前ビルディング新築工事

都営住宅21H‐115西（府中市南町）新築工事

（仮称）寺田倉庫(株）入間狭山ヶ原倉庫新築工事

大崎２丁目ビル新築工事

日野市たかはた台保育園大規模改修工事

東京都立川児童相談所（23)改築工事

調布七野ビル新築工事

町田市大戸・武蔵岡合同庁舎型一貫校整備工事

戸倉工業(株）

扶桑建設（株）

（株）小倉工務店

（株）清水組

三鷹市役所

アイピーシー（株）

大出産業（株）

東京都消防庁

永光建機(株）

（株）小倉工務店

西武建設(株）

長田組土木（株）

扶桑建設（株）

眞生工業（株）

中村建設（株）

（株）ヤマウラ

大出産業（株）

大谷建興（株）

中村建設（株）

長田組土木（株）

（株）小野田建設

（株）石井工務店

立花建設（株）

平野建設（株）

（株）中村建築工業

眞生工業（株）

三栄建商（株）

三栄建商（株）

ＩＨＩビジネスサポート（株）

（株）福井スペースクリエイティブ

新日本工業（株）

（株）田中建設
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2010年度

アルミ建具、アルミパネル

硝子、飛散防止フィルム、オペレーター

シャッター、スクリーンセーバー

アルミ、スチール建具

アルミ建具、硝子、アルミパネル

ステンレス建具、エンジン、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター

アルミ、スチール建具、硝子、スモークガード

アルミ、スチール建具、硝子、学校間仕切り、飛散防止フィルム

アルミ、スチール建具、硝子

シャッター、スクリーンセーバー

アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター
アコーディオンカーテン、ブラインド

アルミ、スチール、オペレーター、シャッター、オーバースライダー

アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、トップライト、フィルム

アルミ、スチール建具、アルミパネル

アルミ建具、硝子

アルミ建具、シャッター、トップライト

木造住宅サッシ、硝子、ブラインド

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター

アルミ、スチール建具、オペレーター

多摩市役所地下防火シャッター工事

深沢の家新築工事

電気通信大学新棟新営工事

三鷹市第二庁舎複層ガラス化工事

東久留米市立第六小学校他３校防火シャッター　　　　　　　　安
全装置設置工事

特別老人ホーム栄光の杜増築工事

グループホーム乞田新築工事

川崎市立新城小学校校舎補強工事

田町第二寮改修工事

都営住宅20H‐106西（立川市上砂町）新築工事

府中市立府中第六小学校耐震補強工事

日野市立大坂上中学校屋内運動場耐震補強工事

一色邸新築工事

柴崎Ｔ-ＨＯＵＳＥ新築工事

和光小学校体育館改修工事

雲龍寺小本堂新築工事

路上生活者自立支援センター港寮新築工事

リケンテクノス（株）研究開発センター改修工事

西蒲田Ｔ邸新築工事

武蔵野市立第二小学校他７校防火シャッター　　　　　　　　　安
全装置設置工事

中村建設（株）

眞生工業(株）

武蔵野市役所

三鷹市役所

東久留米市役所

扶桑建設（株）

戸倉工業（株）

菊屋建設（株）

東京都住宅供給公社

多摩市役所

長田組土木（株）

特別老人ホームあすなろ増築工事

スチール、ステンレス建具

シャッター

アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、シャッター、トップライト

注射剤製造設備日米欧三極対応改修工事

ベイタウン本牧五番街改修工事

都営深大寺第二アパート浴室戸取替工事

立川市立立川第七中学校防音機能復旧工事

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

（株）中村建築工業

扶桑建設（株）

世田谷駒沢Ｓ邸新築工事

（株）西砂建設

白石建設(株）

西東京ピッカピ館修理工事

西武信用金庫昭島支店新築工事

調布市立第五中学校校舎耐震補強工事

平成建設（株）

（株）五光建設

ステンレス建具、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、
カーテンボックス

横沢建設（株）

平野建設（株）

相互建設（株）

大出産業(株）

大木建設（株）

西武建設（株）

（株）中島建設

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター

アルミ、スチール建具、オペレーター 扶桑建設（株）

（株）イズミコンストラクション

扶桑建設（株）

立花建設（株）

中村建設（株）
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2010年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール建具、オペレーター

アルミ、スチール、ステンレス建具、門扉

アルミ建具、硝子、シャッター

アルミ建具、アルミパネル

木造住宅サッシ、アルミ、スチール建具

アルミ建具、硝子、フィルム

アルミ、スチール建具、オペレーター

アルミ建具、硝子

ダイノックシート

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

アルミ、スチール、ステンレス建具、オペレーター、トイレブース
スライディングウォール

アルミカーテンウォール、アルミ建具、オペレーター

アルミ、スチール、ステンレス建具、オペレーター、シャッター、門扉
トイレブース

木造住宅サッシ、スチール建具、硝子、フィルム

アルミ建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター
門扉

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッタートップライト、門扉

アルミ、スチール建具、オペレーター、シャッター、トップライト

アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、オペレーター

アルミ、スチール建具、硝子、カーテンボックス、門扉

アルミ建具、硝子、シャッター、笠木手摺

シャッター

アルミ建具、硝子、オペレーター

アルミ、スチール建具、エンジン、シャッター

アルミ、スチール建具、硝子

間仕切り、トイレブース

アルミ、スチール建具

大井競馬場総合事務所南側サッシ改修工事

向陽保育園新築工事

世田谷小鳥の森保育園新築工事

オーグ風間新築工事

河野邸新築工事

佐伯工務店倉庫新築工事

中学校完全給食整備に伴う田無第三中学校改修工事

NAC小野路研究棟新築工事

幸会保育園新築工事

山郷邸新築工事

杉並警察署天神橋駐在所改修工事

サンクレイドル多摩センター新築工事

宇田川邸併用共同住宅

メゾン落合リニューアル工事

綱島邸新築工事

佐藤・石井邸新築工事

昭和町５丁目共同住宅新築工事

平井邸新築工事

大蔵保育園改築工事

立川市立立川公園野球場改修工事

トミンハイム小金井改修工事

養護老人ホーム美山苑増築工事

小手指倉庫修理工事

大泉学園小西邸新築工事

町屋３丁目障害者就労支援施設建設工事

IHI３棟２F改修工事

中村建設（株）

三和建装（株）

平成建設（株）

三和建装（株）

京急建設（株）

（株）間組

（株清水組

（株清水組

村中建設（株)

（株）中島建設

多摩住起建設（株）

（株）石井工務店

株木建設（株）

（株）工舎建設

平野建設（株）

日立コーポレーション（株）

（株）アーネストワン

扶桑建設（株）

（株）長井工務店

アイピーシー（株）

横沢建設（株）

（株）三浦組

（株）清水建設工業

坪井工業（株）

平成建設（株）

相互建設（株）

大出産業（株）

IHIビジネスサポート(株)

芝公園プロジェクト新築工事

清水邸新築工事

町田市立野津田競技場メインスタンド等改修工事

（株）中島建設

アルミ、スチール建具、硝子

硝子、オーバースライダー
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2010年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチールス建具、エンジン、シャッター、門扉

アルミ、スチール建具、硝子、シャッター

木造住宅サッシ、スチール建具、硝子、笠木

アルミ、スチール建具、硝子、シャッター、オペレーター

アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター

木造住宅サッシ、硝子、アルミパネル

アルミ建具、オペレーター、硝子、鉄骨

アルミ、スチール建具、エンジン

作間邸新築工事

東村山浄水場排泥ポンプ室補修工事

中央４集合住宅新築工事

ニュースカイビル改修工事

小平警察署喜平橋駐在所新築工事

湘南なでしこ保育園新築工事

ポニー小平工場増築工事

ナオミ保育園玉川野毛公園分園新築工事

（株）三嘉ホーム

大出産業(株）

白木建設（株）

平野建設（株）

（株）長井工務店

谷沢建設（株）

西山建設（株）

大出産業(株）
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2009年度

スチール建具

アルミ建具、アルミパネル、硝子、間仕切り

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、門扉

電動シャッター

アルミ、ステンレス建具、アルミパネル、オペレーター、硝子

木造住宅サッシ、天窓、硝子

アルミ、スチール建具、エンジン、硝子、オペレーター

アルミ、スチール建具、オペレーター

防火スクリーン、シャッター

アルミ、ステンレス建具、オペレーター、硝子

アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター、シャッター　　　　　　　　　カーテン
ボックス、硝子

アルミ建具、オペレーター、硝子

木造住宅サッシ、雨戸、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、門扉

ｱﾙﾐ、ｽﾁｰﾙ、ステンレス建具、ｴﾝｼﾞﾝ、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、シャッター、門扉

アルミ建具、シャッター、手摺、鉄骨下地

アルミ建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター
トップライト、トイレブース

アルミカーテンウォール、アルミ、スチール、ステンレス建具
エンジン、オペレーター、トップライト

アルミ建具、シャッターガード

アルミ建具、オペレーター、硝子

アルミ、スチール建具、アルミパネル、硝子

アルミ建具、アルミパネル武蔵野市第六中学校西校舎耐震補強工事

保谷ビル改修工事

小平市鈴木小学校耐震補強及び大規模改修工事

国分寺市第三中学校北校舎大規模改造工事

サンクレイドル草加新田新築工事

多摩消防団器具置き場改修工事

町田市第三中学校防火設備改修工事

（仮）Ｋ・ＨＯＭＥ新築工事

昭島ダンボールあきる野工場新築工事

立川市第八中学校校舎耐震補強工事

武蔵野市第一中学校校舎耐震補強工事

(仮）多摩信用金庫日野支店新築工事

あきる野市立草花小学校校舎耐震補強工事

白井市山口小学校校舎新築工事

田邊邸新築工事

東海教育産業（株）千葉営業所新築工事

第二高嶋ビル改修工事

黒川邸新築工事

昭島中神山本ビル新築工事

尾山台店舗付共同住宅新築工事

小田急世田谷代田駅地下化サッシ工事

（仮）菜の花クリニック・パートⅡ　新築工事

中村建設（株）

（株）清水組

平野建設（株）

武蔵建設（株）

白木建設（株）

（株）アーネストワン

多摩市

（株）長井工務店

相互建設（株）

清水・鴻池（ＪＶ）

（株）五光建設

中村建設（株）

（株）清水組

（有）石川建設

（株）西砂建設

平野建設（株）

扶桑建設（株）

町田市役所

（株）中塚工務店

中島建設（株）

大出産業(株）

平野建設（株）

トーヨーカネツ(株）

東京都七生福祉園児童・成人寮個室化工事

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

（株）清水建設工業

大成建設（株）ＭＡ・ＢＬＤ新築工事

日野第一中学校長尾門他改修工事

府中四谷文化センター改修工事

眞生工業（株）

（株）三浦組

おおくぼハイツ改修工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター

アルミカーテンウォール、アルミ建具

アルミ、スチール建具、硝子、トイレブース、門扉、フェンス

アルミ、スチール建具、オペレーター

浄仙寺新築工事

（仮）ＭＪ千歳烏山新築工事

ポニー横浜工場新築工事

三和工務店(株）

西野建設（株）

馬渕建設（株）

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター

アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター

アルミ、スチール建具、オペレーター
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2009年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、門扉

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター、門扉

アルミカーテンウォール、アルミ、スチール、ステンレス建具
エンジン、オペレーター、シャッター、フェンス

アルミ、スチール、室内建具、手摺、笠木、アルミ庇、ガードウォーク

アルミ建具

アルミ、スチール建具、フェンス

アルミ建具、エンジン、トップライト、オペレーター、門扉、手摺

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター

アルミ建具、硝子

アルミ、スチール建具、アルミパネル、硝子、手摺

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、エンジン、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、トップライト、門扉

アルミカーテンウォール、アルミ建具

アルミ建具、エンジン、硝子

アルミ、スチール建具、エンジン、シャッター、硝子

アルミ、スチール建具、、硝子、トイレブース、門扉

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ建具、硝子

アルミ建具

アルミ、スチール建具、オペレーター

アルミカーテンウォール、アルミ、スチール建具、エンジン

アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター

スチール建具、アルミパネル

アルミ、スチール建具、オペレーター、間仕切り、門扉

アルミ、スチール建具、アルミパネル、トイレブース

アルミ建具、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター

スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター

青梅市第三中学校特別教室棟校舎改修工事

代沢二番館マンション新築工事

（仮）グローベル平井新築工事

浅見邸新築工事

調布くすのき作業所新築工事

花小金井鈴木ビル新築工事

社会福祉法人同愛会秋川ホーム新築工事

多摩市第一小学校ガラス落下防止対策工事

日野市あさひが丘保育園大規模改修工事

堀ノ内マンション新築工事

特別養護老人ホーム山水園移転改築工事

（株）入間豊岡３丁目計画新築工事

東京都日野養護園浴室改修工事

都立国立高校（２１）部室改築その他工事

ベイタウン本牧５番街改修工事

（仮）伏見ビル新築工事

（仮）田中ハイツ新築工事

自由が丘３丁目レジデンス新築工事

上田邸新築工事

永江楽器新築工事

立川市第五小学校校舎耐震補強工事

笠井マンション新築工事

ＴＮＫ第二ビル改修工事

（仮）西早稲田計画新築工事

ポニー所沢工場改修工事

都営上石神井アパート（11・14号棟）浴室戸取替工事

福生市第二小学校便所改良工事

（仮）橋本上北台マンション新築工事

（仮）世田谷区船橋一丁目計画

調布市第五中学校校舎耐震補強1期工事

精華第二保育園増築工事

日野市三沢中学校屋内運動場耐震補強工事

（株）三浦組

（株）ヤマウラ

（株）五光建設

（株）中島建設

（株）清水組

大木建設（株）

佐田建設（株）

（株）小野田建設

（株）田中建設

扶桑建設（株）

（株）工舎建設

大出産業（株）

井戸鉄建(株）

（株）小川組

（株）ナカノフドー建設

白石建設（株）

（株）西砂建設

平野建設（株）

眞生工業（株）

扶桑建設（株）

（株）ナカノフドー建設

平成建設（株）

（株）三嘉ホーム

東京都住宅供給公社

戸倉工業（株）

豊友建設（株）

扶桑建設（株）

大谷建興(株）

相互建設（株）

古久根建設（株）

（株）美多摩サービス社

砂川建設（株）
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2009年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、門扉、防風スクリーン

アルミ、スチール、ステンレス建具、硝子、シャッター

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ、アルミ、スチール建具、アルミパネル、シャッター

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター

アルミ、スチール建具、エンジン、オペレーター、シャッター

アルミ、スチール建具、硝子、アルミ庇

ｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽ建具、エンジン、アルミパネル、硝子、オペレーター

アルミ、スチール建具、エンジン

アルミ建具、オペレーター、硝子、鉄骨

アルミカーテンウォール、アルミ、スチール、ステンレス建具
エンジン、オペレーター、トップライト、門扉

ロードビジネス別館新築工事

東久留米駅北口店舗新築工事

あきる野温浴施設新築工事

原木中山高架下用地商業施設新築工事

ＪＡ東京みどり本店地域振興本部改築工事

職業能力開発総合大学校東京校改築工事

国分寺市第三庁舎耐震改修工事

東村山浄水場排泥ポンプ室補修工事

東京消防庁府中消防署庁舎新築工事

（仮）大和南二丁目共同住宅新築工事

扶桑建設（株）

東京都水道局

扶桑建設（株）

西武建設(株）

大谷建興(株）

西武建設(株）

（株）清水建設工業

白木建設（株）

谷沢建設(株）

（株）西砂建設
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2008年度

ｱﾙﾐ、ｽﾁｰﾙ建具、エンジン、オペレーター、トップライト、アルミ門扉

アルミ建具、硝子、シャッター

アルミトップライト

アルミ、スチール建具、硝子

ステンレス建具、硝子

アルミ、スチール建具、硝子、シャッター

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター

アルミ、ｽﾃﾝﾚｽ建具、ｴﾝｼﾞﾝ、ｼｬｯﾀｰ、アルミ笠木、手摺

アルミ、スチール建具、オペレーター

アルミ建具

アルミ建具

アルミ、スチール建具、シャッター

アルミ建具、オペレーター、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、トップライト

アルミ建具、硝子

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、木製建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、カーテンウォール、アルミパネル

アルミ建具、学校間仕切り

インナーサッシ

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター

アルミ建具、硝子

防火シャッター

アルミ、スチール建具、硝子、ガラスブロック

スチール建具、高速シャッター

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、木製建具

アルミ、スチール建具、硝子

アルミ、スチール建具、エンジン

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

アルミ建具、オペレーター、硝子

アルミ、スチール建具、エンジン、シャッター

（仮称）青梅市住江町共同住宅新築工事

うちくらビル新築工事

京王バス調布営業所改修工事

至誠ホームなきみ新築工事

大久保邸新築工事

西武遊園地駅トップライト改装工事

国立あおやぎ苑立川南口デイサービスセンター新築工事

新立川航空（株）立川工場１５号棟新築工事

立川市立第９中学校校舎耐震補強工事

立川市営一番町北住宅新築工事

ネッツトヨタ東久留米補修工事

（仮称）Mビル新築工事

都営住宅18H‐102西（昭島市中神）新築工事

（仮称）吉祥寺エルビル新築工事

狭山市立南小学校耐震補強工事

小平市立第14小学校耐震及び大規模改修工事

立川市立第５小学校校舎耐震補強工事

マノ精工（株）狭山工場増築工事

国立市立第三小学校校舎耐震補強工事

リエス小石川新築工事

（仮称）淵野辺駅前計画新築工事

保谷駅前公民館図書館整備工事

白菊幼稚園キッチン棟増築工事

東久留米第一小学校他３校防火シャッター改修工事

自由が丘共同住宅新築工事

IHI瑞穂工場　コーティング工場インハウス新設工事

平野建設(株）

坪井工業（株）

中村建設（株）

中村建設（株）

（株）中村建築工業

KIDO‐一級建築事務所

（株）五光建設

(株）YAZAWA　LUMBER

林建設（株）

（株）三浦組

扶桑建設（株）

（株）長井工務店

（株）長井工務店

岩堀建設工業（株）

（株）西砂建設

中村建設（株）

東葉技建(株）

扶桑建設（株）

（株）五光建設

大谷建興（株）

林建設（株）

東久留米市役所

平野建設（株）

IHIビジネスサポート（株）

新日本工業（株）

日野市あらい保育園大規模改修工事

立川若葉町医療ビル計画改修工事

聖徳寺庫裡会館新築工事

東池袋ウィークリーマンション改修工事

トータル建設（株）

西武建設（株）

扶桑建設（株）

東急建設（株）

阿川マンション新築工事

センチュリー狭山入間川改修工事

工 　種 施 　工　 者

トータル建設（株）

（株）美多摩サービス社

（株）長井工務店

三栄建商(株）

工　 事　 名

カリーノ多摩川学園新築工事
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2008年度

工 　種 施 　工　 者工　 事　 名

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、シャッター、アルミ門扉

アルミ折戸

アルミ折戸

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター
アルミフェンス、ステンレス手摺、メールボックス

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター
アルミフェンス

ｱﾙﾐ、ｽﾁｰﾙ、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、トイレブース

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、トップライト

アルミ建具、硝子

ｱﾙﾐ、ｽﾁｰﾙ建具、アルミカーテンウォール、オペレーター、シャッター

アルミカーテンウォール

アルミ、スチール、ステンレス建具、オペレーター、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、トップライト

ｱﾙﾐ、ｽﾁｰﾙ、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、シャッター

アルミ建具、アルミカーテンボックス、オペレーター

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

スチール建具、シャッター

ステンレス建具

アルミ、スチール建具、アルミエクスパンション、アルミ笠木、庇
アルミ、スチール建具、硝子、トイレブース、階段手摺、シャッター、ガラス
ブロック
アルミ、スチール建具、硝子、トイレブース、階段手摺、シャッター
防煙垂壁、庇

アルミ、ステンレス建具

アルミ、スチール建具
アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、オペレーター、アルミ外壁パ
ネル

ｱﾙﾐ、ｽﾁｰﾙ建具、エンジン、トップライト、アルミ門扉、スチール鉄骨

ｱﾙﾐ、ｽﾃﾝﾚｽ建具、エンジン、オペレーター、シャッター

アルミ、スチール建具、オペレーター、トイレブース

アルミ、スチール建具、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、硝子、シャッター

アルミ、スチール建具、アルミ手摺

練馬区営平和台３丁目第二アパート他浴室戸取替工事

練馬区営石神井台７丁目アパート浴室戸取替工事

井上アグリ様共同住宅新築工事

林敏子様共同住宅新築工事

御殿山ガーデンシティー新築工事

IHI瑞穂工場　西工場屋根改修工事

（仮称）萩山公園プロジェクト新築工事

ヴィラ・フェローホーム新築工事

中目黒ホール新築工事

中小企業金融公庫新築工事

ファイアプレイス恵比寿新築工事

調布子ども発達センター新築工事

国立療養所多摩全生園増築工事

カーサ小池新築工事

日神パレステージ小作駅前計画新築工事

こばと第一保育園新築工事

ベリテージ六町新築工事

亀有プロジェクト新築工事

多摩第一小学校新築工事

国立感染症村山庁舎パスBOX新設工事

千春第二保育園改修工事

日野市立七生緑小学校改修工事

日野市あさひが丘児童館改修工事

多摩市立東寺方小学校体育館耐震補強工事

井上敏尚様共同住宅新築工事

職員宿舎F棟内装等改修工事

多摩市連光寺小学校校舎増築工事

鵜の森共同住宅新築工事

多摩信用金庫めじろ台支店新築工事

西武建設(株）

東京都住宅供給公社

東京都住宅供給公社

大東建託（株）

大東建託（株）

（株）清水組

（株）清水組

林建設（株）

（株）清水建設工業

DSDコンストラクション

IHIビジネスサポート(株）

（株）五光建設

（株)田中建設

（株）鴻池組

佐田・石井JV

大日本土木(株）

成徳プランニング（株）

トーヨーカネツ(株）

（株)田中建設

戸倉工業(株）

白木建設（株）

眞生工業

（株）工舎建設

大東建託(株）

武蔵建設（株）

（株）三浦組

（株）五光建設

（株）美多摩サービス社

扶桑建設（株）
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2007年度

アルミ、スチール建具、アルミトップライト、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

アルミ手摺、鉄骨階段工事

アルミ、スチール建具、アルミカーテンウォール、シャッター、エンジン

アルミ、スチール建具、シャッター、硝子、エンジン

アルミ、スチール建具、硝子

アルミ、スチール建具、硝子、アルミカーテンボックス

アルミトップライト

ステンレス建具

アルミ建具、シャッター、アルミ手摺、木製建具

アルミ建具、硝子

アルミ建具、硝子

アルミ建具、硝子

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、エンジン、硝子

アルミ、スチール建具、硝子

アルミ、ステンレス建具、エンジン、金物

アルミ建具、硝子オペレーター

アルミ、スチール建具、エンジン、硝子

オペレーター

アルミ建具、硝子

アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター

アルミ建具

アルミ建具、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

アルミ建具、硝子

アルミ、スチール建具、硝子

アルミ建具、硝子

アルミ建具、硝子

アルミ、ステンレス建具、オペレーター

天野マンション新築工事

中板橋駅前共同ビル新築工事

マノ精工狭山工場新築工事

IHI翼工場拡張工事

林邸新築工事

CONST　PETCAREセンター新築工事

近鉄ハイム六実エントランス改装工事

田嶋邸新築工事

後藤邸新築工事

東京外国語大学研究講義棟テラス改修工事

アースリソース松木マンション新築工事

調布市立北ノ台小学校校舎耐震補強工事

国分寺市立第七小学校屋内運動場耐震補強工事

東京トヨペット小平店

井上病院改修工事

山崎邸新築工事

所沢駅西口開発事業店舗棟改装工事

ヒカリビジネスフォーム（株）八王子計画新築工事

第二川上ビル新築工事

東京都東部住宅建設事務所改修工事

町立瑞穂中学校耐震補強工事

立川市立幸小学校耐震補強工事

江古田配送センター改修工事

堺市民センター排煙オペレーター改修工事

立川市立第三中学校校舎耐震補強工事

航空宇宙技術研究センター空力２号館・３号館改修工事

国立第二小学校校舎耐震補強工事

小平第三小学校大規模改修工事

岩堀建設工業(株)

清水建設工業所(株)

平野建設(株)

豊友建設(株)

三和建装（株）

（株）三央

平野建設㈱

㈱清水建設工業

扶桑建設(株)

(株)三央

（株）三央

西武建設（株）

（株）鴻池組

大春建設（株）

豊友建設（株）

西武建設（株）

新日本工業（株）

武蔵建設（株）

扶桑建設（株）

相互建設（株）

（株）せきど

（株）中村建築工業

豊友建設（株）

（株）長井工務店

西武建設（株）

町田市役所

中村建設（株）

武蔵建設（株）

菊屋建設（株）

労働相談情報センター国分寺事務所改修工事

新高輪プリンスホテル連絡通路新設工事

西巣鴨真久邸新築工事

立川市立新生小学校特別教室等改造工事

S邸新築工事 豊友建設（株）

アルミ、軽量建具、エンジン、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

アルミ、スチール建具、シャッター

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

河村建設（株）

西武建設（株）

（株）長井工務店
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2007年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール建具、アルミトップライト

アルミ、スチール建具、軽量建具、エンジン

スチール、ステンレス建具、シャッター、硝子、エンジン

アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミカーテンウォール、アルミトップ
ライト

金物

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン

アルミ、スチール建具、アルミ門扉、アルミトップライト

アルミ、スチール建具、アルミ門扉、硝子

ｱﾙﾐ、ｽﾁｰﾙ、ステンレス建具、アルミ門扉、アルミトップライト、硝子

ｱﾙﾐ、ｽﾃﾝﾚｽ、樹脂建具、軽量建具、シャッター、硝子、エンジン

アルミ、スチール建具、シャッター

アルミ、スチール、ステンレス、樹脂建具、硝子

軽量建具、硝子

アルミ、スチール建具、硝子、オペレーター、エンジン

スチール建具

アルミ、スチール建具、オペレーター、エンジン

アルミ、スチール、ステンレス建具、エンジン、アルミ門扉

アルミ建具

アルミ、スチール建具、シャッター、硝子、アルミトップライト

ｱﾙﾐ、ｽﾁｰﾙ、ステンレス建具、オペレーター、シャッター、エンジン

アルミ、ｽﾁｰﾙ、ステンレス建具、アルミ門扉

シャッター

アルミ、スチール建具、オペレーター、シャッター、エンジン

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、硝子

アルミ、スチール、ステンレス建具、オペレーター

自衛隊三宿病院内部工事

日神パレステージ河辺４丁目計画新築工事

三鷹市大沢有料老人ホーム

大崎邸新築工事

ドーミー花小金井新築工事

烏山ハウス‐３　新築工事

西国分寺保育園

山田社宅新築工事

多目的トイレ改修工事

杉並犬猫病院新築工事

第一電装部品ドア取替え工事

みずほ銀行東久留米支店改修工事

品川プリンスホテルイーストタワー各所修繕工事

吾妻東部衛生施設増築工事

スタイルハウス神楽坂新築工事

アパートメント白金１丁目プロジェクト新築工事

都営貫井１丁目第三アパート浴室戸取替え工事

中村邸新築工事

深大寺ホーム新築工事

高田馬場４丁目　O・HOUSU新築工事

一橋大学磯野研究館改修工事

立川幸町５丁目ビル新築工事

小林マンション新築工事

紅葉丘文化センター改修工事

小野照崎神社社務所新築工事

第三岸マンション新築工事

森永乳業（株）大和工場間仕切りパネル設置工事

京急建設（株）

五光建設（株）

林建設（株）

（株）清水組

大出産業（株）

武蔵建設（株）

坪井工業（株）

京急建設（株）

五光建設（株）

白木建設（株）

大谷建興（株）

西武建設（株）

西武建設（株）

西武建設（株）

東京都住宅供給公社

中村建設（株）

平成建設（株）

白石建設（株）

（株）清水建設工業

（株）孔明建設

(株)長井工務店

扶桑建設(株)

中村建設（株）

白石建設（株）

（株）長井工務店

西武建設（株）

大成建設(株)
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2006年度

アルミ、スチール建具

アルミ建具

アルミ、スチール建具、ガラス工事

シャッター

金物

軽量建具

アルミ建具、ガラス工事

アルミ建具、ガラス工事

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ建具、ガラス工事

アルミ建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、ガラス工事

スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

シートシャッター、エアカーテン

アルミ、スチール建具、ガラス工事

アルミ、スチール建具、ガラス工事

都立永福学園養護学校　(H18)改修及び耐震補強工事

武蔵村山市立第７小学校　校舎改修工事

中町保育園

我楽館　新築工事

日野市立日野第６小学校　北校舎耐震補強

G-PARK三鷹　新築工事

都立八王子養護学校　(H18)校舎増築工事

アパートメント三田プロジェクト

森永乳業(株)大和工場　クリーンルーム設置工事

立川市立西砂小学校　防音機能復旧工事

調布市滝沢小学校　校舎耐震補強工事

首都大学日野キャンパス　実験棟改修工事

日本テクノス川崎寮　新築工事

江戸橋ビル　改修工事

ロータリーパレス取手　新築工事

形如式典本社ビル

府中シルバーケアセンター　新築工事

ヒルリード新社屋　新築工事

東伏見アイスアリーナ　改修工事

西荻窪3丁目ビル　新築工事

Nビル　新築工事

HARAMO中神アパート

情報通信研究機構(小金井本部)59棟　改修工事

ポリテックス　改修工事

帝都典禮馬絹斎場　改修工事

多摩第一老人ホーム　改修工事　

おおくぼハイツ　新築工事

IHI瑞穂補機試験棟改造工事

由井さゆり保育園　増改築工事

東京トヨペット(株)U-PARK光が丘店　新築工事

保育園・教育総合センター複合施設　建設工事

(株)美多摩サービス社

砂川建設(株)

(株)高橋建設工業

(株)清水組

前田道路(株)

(株)五光建設

(株)清水建設工業

石川島興業(株)

相互建設(株)

京急建設(株)

西武建設(株)

谷沢建設(株)

西武建設(株)

大成建設(株)

菊屋建設(株)

相互建設(株)

河村建設㈱

豊友建設(株)

(株)山崎組

(株)清水建設工業

(株)清水建設工業

中島建設(株)

扶桑建設(株)

(株)清水建設工業

中村建設(株)

アルミ、スチール建具、シャッター、ガラス工事 中村建設(株)

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具､カーテンウォール

アルミ、スチール建具

(株)清水建設工業

スチール建具 西武建設(株)

(株)大塚工務店

ステンレス建具 (有)吉沼建商

アルミ、スチール、ステンレス建具 西武建設(株)

アルミ、スチール建具、シャッター、ガラス工事 中村建設(株)

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール建具、エンジン

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール、ステンレス建具 (株)五光建設

サンクタス保土ヶ谷　新築工事

センチュリー幸手　新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター工事
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2006年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

シャッター

アルミ建具、軽量引戸

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

ガラス、オペレーター工事

アルミ、スチール建具、シャッター

アルミ、スチール建具、ガラス工事

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、シャッター

アルミ建具、シャッター

アルミ面格子

間仕切り、ガラス、パネル工事

アルミ建具、ガラス工事、

スチール建具、トイレブース

スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ建具

アルミ、スチール建具

アルミ建具

アルミ建具、シャッター

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

平野建設本社ビル　新築工事

新高輪プリンスホテル客室　改装工事

コスモテック瑞穂　新築工事

国立富士見台マンション　新築工事

森永乳業装置開発研究所　改修工事

東京都七尾福祉園　改修工事

永川保育園　新築工事

NIS立川前ビル　防潮シート工事

東京海上日動所沢支社ビル　改装工事

(仮)トヨタドライビングスクール　講習棟増築工事

中2丁目岡田邸　新築工事

プリウス中野新橋　新築工事

航空宇宙技術研究センター空力5号館

日神パレステージ東秋留Ⅱ　新築工事

塩野製作所

国分寺市立第10小学校　大規模改修工事

こころ保育園　新築工事

市村酸素(株)羽村工場　

国分寺市立第5中学校

九品仏浄真寺　客殿建設工事

テックスイージー　新社屋工事

立川幸町5丁目計画

福生第4小学校　防音機能復旧工事

立川市立第7小学校　校舎耐震補強工事

新立8号棟　屋根改修工事

メゾン浦田　新築工事

大成建設(株)

菊屋建設(株)

トーヨーカネツ(株)

(株)大塚工務店

武蔵建設(株)

(株)五光建設

中村建設(株)

(株)山根工務店

(株)テックスイージー

(株)鴻池組

日本シェルター(株)

(株)山口建興

(株)山口建興

(株)中村建築工業

(株)せきど

(株)長井工務店

新日本工業(株)

篠木工務店(株)

扶桑建設(株)

大成建設(株)

アルミ、スチール建具

スチール建具 西武建設(株)

平野建設(株)

西武建設(株)

中村建設(株)

アルミ、スチール建具

アルミ建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、金物、シャッター

国立市第2小学校　耐震補強工事

東久留米市立大門中学校　耐震補強工事

八王子本町マンション　新築工事

エルフレア城東　新築工事

都市基盤整備公団北砂7丁目団地

東大和市立第2小学校　校舎増築工事

東大和市立第2小学校　校舎増築併行防音工事

扶桑建設(株)

シャッター (株)清水組

扶桑建設(株)

(株)長井工務店

中村建設(株)

アルミ建具、ガラス工事

アルミ建具、ガラス工事

(株)清水組

白木建設(株)

(株)清水建設工業

(株)長井工務店
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2006年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

鶴市邸　新築工事

上野邸ペントハウス　増築工事

西武線入曽駅　スロープ屋根設置

大島4丁目団地6号棟　改修工事

井上邸　新築工事

トヨタ共販城南営業所

コニカミノルタ(日野)

森永乳業(株)村山工場　間仕切り工事

川上ビル　新築工事

第2山田ビル　新築工事

アルミ、スチール、ステンレス建具

ステンレス建具

スチール建具

シャッター

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ建具

アルミ屋根

アルミ、スクリーン

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ建具

カーテンじゅうたんあきる野店　新築工事

所沢ハイコーポ　大規模修繕

(仮)下條マンション　新築工事

(仮)リジェールせきば　新築工事

山口製糖印西松崎工場　新築工事

入間扇町屋第一住宅　外壁その他修繕

万願寺共同住宅

本田共同住宅

アルコム東山デュエ

IHIコンテナメンテナンス棟　新築工事

石川高志邸　新築工事

西府町3丁目共同住宅　新築工事

中野マンション　新築工事

アムロゼッタ上高田　新築工事

羽村市小作台東地区学習棟

(仮)東松山駅前ビル

(仮)ABドエル富士見町Ⅲ

都立調布養護学校(18)校舎　増築工事

東京システムリサーチ青梅営業所　新築工事

樺沢・石井邸

特別養護老人ホーム和楽ホーム

日本ビルディング本館　改修工事

山中邸

(株)ケイワイ建設

狭山建設(株)

渡辺物産(株)

(株)ケイワイ建設

(株)中村建築工業

(株)五光建設

(有)吉沼建商

ケーアンドイー

アルミ、スチール建具、シャッター

アルミ建具、金物

(有)アイ・ピー・シー

(株)五光建設

三和建装(株)

河村建設(株)

大成建設(株)

中村建設(株)

扶桑建設(株)

坪井工業(株)

金物 西武建設(株)

アルミ、スチール建具 林建設(株)

アルミ、スチール建具 本田建工

アルミ、スチール建具

扶桑建設(株)

白木建設(株)

共和建設(株)

横瀬建設(株)

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

三栄建商(株)

アルミ、スチール建具、シャッター、ガラス工事 石川島興業(株)

アルミ、スチール建具 (株)ケイワイ建設

アルミ、スチール建具 井田建装(株)

アルミ、スチール建具 中村建設(株)

アルミ、スチール建具 (株)ケイワイ建設

アルミ、スチール建具 豊友建設(株)

アルミ、スチール建具 (株)大塚工務店

アルミ、スチール建具、シャッター (株)長井工務店

平野建設(株)

アルミ、スチール建具

ステンレス建具
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2006年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

(仮)アースリソース東浅川　マンション新築工事

府中マストシニアマンション　新築工事

(仮)駒沢大学駅前共同住宅　新築工事

神楽坂集合住宅　新築工事

Brillia旧古川庭園前プロジェクト　新築工事

多摩平の森(第2期)第8住宅

東京アニメーションカレッジ　第4期改修工事

洗心第一寮玄関扉　改修工事

(仮)中央電材㈱厚木営業所

駒沢コートハウス　新築工事

(仮)森久保マンション　新築工事

ヒカリエンジニアプラン　新築工事 (株)真尾工務店

(仮称)狭山ヶ丘1丁目計画　新築工事 西武建設(株)

特別養護老人ホーム成蹊園　増築改築工事 扶桑建設(株)

IHI瑞穂精鋳工場　改造工事 石川島興業(株)

110棟展示室整備　建築工事 (有)吉沢建商

西武沿線中井～新井薬師間　工事 (株)三央

東村山営業所　改修工事 (株)保コーポレーション

高橋邸 林建設(株)

イクシア新小岩　新築工事 西武建設(株)

イクシア小岩親水公園　新築工事 西武建設(株)

ホテルサラ　改装工事 (有)祐心建設

聖徳寺庫裡会館　新築工事 三栄建商(株)

調布ヶ丘耳鼻咽喉科　新築工事 林建設(株)

森永乳業(株)大和工場事務所棟　窓改修工事 大成建設(株)

佐々木邸　新築工事 平野建設(株)

越ケ谷霊廟棟　新築工事 東葉技建(株)

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

扶桑建設(株)

中村建設(株)

西武建設(株)

関東管区警察学校

アルミ、ステンレス建具

アルミ手摺

アルミ手摺、その他

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ建具

アルミ建具

キッチン、洗面台、バスルーム

アルミ建具

アルミ門扉

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具、ガラス工事

アルミ建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、シャッター

(株)ケイワイ建設

西武建設(株)

(株)清水組

アルミ、スチール建具 扶桑建設(株)

アルミ、スチール建具、シャッター

スチール建具

スチール建具

アルミ、スチール建具 扶桑建設(株)

アルミ、スチール建具 (株)ケイワイ建設

坪井建設(株)
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2005年度

アルミ手摺工事

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

ユアコート志木　新築工事

国分寺市立第10小学校　大規模改修工事

N2ビル　新築工事

サニーライフ南万駒が原　改修工事

カドーはやし事務・倉庫ビル　新築工事

ネッツトヨタ多摩国立店　新築工事

松が丘ハウス　新築工事

みどりの園工事

ジョイシティ小石川　新築工事

立川GRAND.HOPE　新築工事

クレアシオン後楽園　新築工事

渋谷本町プロジェクト　新築工事

ソルプラス　改修工事

けいとく苑店舗　新築工事

エルフレア三鷹　新築工事

多摩川競艇場　新築工事

東京アニメーションカレッジ　改修工事

東京芝とうふ屋　うかい

石川島瑞穂工場

中十条坂間マンション　新築工事

コーポ富士見　改修工事

江古田配送センター　改修工事

西武武蔵関ステーションビル　シャッター補修工事

都住15H-104北(東久留米幸町1丁目)　工事

(株)塩野製作所羽村工場　増築工事

グランツ喜多見　新築工事

ダイトーデンソー多摩工場　新築工事

Rビル　新築工事

小規模多機能施設　新築工事

豊島園庭の湯　増築工事

常磐道東海PA休憩施設　増築工事

アゼリア府中　増築工事

損保ジャパン池袋　改修工事

中島建設(株)

(株)大塚工務店

(株)大塚工務店

(株)五光建設

西武建設(株)

西武建設(株)

白木建設(株)

西武建設(株)

(株)橿棒組

(株)清水建設工業

(株)田中建設

(株)清水建設工業

扶桑建設(株)

西武建設(株)

(株)清水建設工業

西武リニューアル(株)

西武リニューアル(株)

(株)三恵建設

石川島興業(株)

西武リニューアル(株)

西武リニューアル(株)

(株)山崎組

扶桑建設(株)

(株)清水建設工業

谷沢建設(株)

アルミ建具、ガラス工事

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター工事

篠木工務店(株)

中村建設(株)

(株)五光建設

(株)五光建設

谷沢建設(株)

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター

アルミ、スチール建具、ガラス工事

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具、ガラス工事

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具、ガラス工事

アルミ、スチール建具、フロント工事

アルミ、スチール建具

スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、ガラス工事

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具、ガラス工事

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

シャッター工事

アルミ、スチール建具

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

坪井工業(株)

(株)長井工務店

西武建設(株)
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2005年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール建具、トップライト工事

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

トップライト工事

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、パーテーション工事

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具、ガラス工事

アルミ、スチール建具

中村橋高架下保育所　新築工事

西武新宿駅　改修工事

17(仮称)市立保険福祉センター　大規模改修工事

都立福生高等学校(H17)防音改修工事

多摩NTベルコリーヌ南大沢5-9団地

関前テラスハウス　新築工事

大野マンション　新築工事

守谷邸　防音工事

アイデイコート木更津シーサイド　新築工事

蔵前3丁目　新築工事

エイドリアン邸　新築工事

メゾンODA　新築工事

浅野ビル　新築工事

武蔵村山第7小学校　校舎改修及び耐震補強工事

飯能市立吾野中学校　校舎大規模改修耐震工事

アーバンハウス駒場Ⅱ　新築工事

甲州街道駅前マンション　新築工事

センチュリー狭山入間川　新築工事

東京都立萩山実務学校(H17)体育館　改修等工事

越谷弥生町マンション　新築工事

市立明保中学校体育館　大規模改造工事

小平市立小平第6中学校　耐震補強工事(建築工事)

大泉学園内科クリニック　新築工事

泰道邸

練馬小竹町マンション　新築工事

立川市立第4小学校校舎　耐震補強工事

扶桑建設(株)

西武建設(株)

中村建設(株)

(株)大塚工務店

篠木工務店(株)

豊友建設(株)

建装工業(株)

西武建設(株)

西武建設(株)

西武建設(株)

三栄建商(株)

扶桑建設(株)

(株)五光建設

扶桑建設(株)

(有)かわむら建設

大谷建興(株)

武蔵建設(株)

扶桑建設(株)

(株)三恵建設

(株)大塚工務店

砂川建設(株)

相互建設(株)

(株)長井工務店

(株)荒野工務店

横瀬建設(株)

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ建具

アルミ建具

アルミ、スチール建具

アルミ建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

西武建設(株)

アルミ手摺工事

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具
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2004年度

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

アルミ建具、金物

アルミ建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、カーテンウォール

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、カーテンウォール

アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミ手摺

木製建具

アルミ、スチール建具

アルミ手摺

アルミ手摺

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

島津山マンション　新築工事

日本動物医療センター　改修工事

イクシア中野弥生町　新築工事

西船葛飾町マンション　新築工事

昭栄化学工業(株)青梅事務所　事務所研究等建設工事

レーベンシティオ上野桜木　新築工事

藤野ビルⅡ　新築工事

西友中村橋　新築工事

電設健保御宿保養所　改修工事

立川競輪場中央スタンド

ユアコート川越Ⅱ　新築工事

入間東町住宅　大規模改修工事

北島マンション　新築工事

セボン給田　新築工事

戸口マンション　新築工事

新山手病院MRI棟　増築工事

東伏見教育研究商業施設棟　新築工事

巣鴨1丁目マンション　新築工事

神田多町マンション　新築工事

つるやビル　改修工事

森田武蔵台マンション　新築工事

通信総合研究所104号　改修工事　

川越市東清掃センター排ガス　高度処理施設整備工事

鮨処ひらいビル　新築工事

菱山マンション　新築工事

沢田マンション　新築工事

ローズブルグ新中野　新築工事

イーハトーブ　新築工事

介護老人保険施設菜の花　新築工事

宮本邸　新築工事

介護老人保険施設なごみの里　新築工事

福生第1中学校ランチルーム等　整備工事

西武建設(株)

西武建設(株)

三栄建商(株)

西武建設(株)

西武建設(株)

(株)大塚工務店

西武建設(株)

西武リニューアル(株)

中村建設(株)

横瀬建設(株)

(株)三央

松尾建設(株)

西武建設(株)

(株)大塚工務店

西武リニューアル(株)

間・西武JV

西武建設(株)

菊屋建設(株)

扶桑建設(株)

河村建設(株)

扶桑建設(株)

扶桑建設(株)

扶桑建設(株)

扶桑建設(株)

(株)五光建設

(株)清水建設工業

(株)五光建設

西武建設(株)

都住14H-102西(東村山)本町工事

(有)克栄建設

(株)清水建設工業

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

大谷建興(株)

扶桑建設(株)

(株)三恵建設
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2004年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ建具

アルミ、スチール建具、ガラス工事

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、シャッター、ブース

中央自動車道八王子IC　増築工事

昭島市立学習等共用施設　新築工事

横田(15)工場(営繕)　新設建築工事

ジェイパーク三鷹上連雀　新築工事

扶桑建設(株)

横瀬建設(株)

西武建設(株)

大谷建興(株)
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2003年度

アルミ建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

スチール建具、ステンレス建具、オペレーター工事

港北2住宅　新築工事

東海大学相模高校　改修工事

羽村市立武蔵野小学校　大規模改造第３期工事

佐保田マンション　新築工事

ブレジオ・モリ　新築工事

小林ビル　新築工事

東洋大学甫水会館　改修工事

米軍座間基地　扉交換工事

昭島市立昭和記念会館　改修工事

狭山不動寺　新築工事

黎明スカイレジテル　改修工事

ステージ223　新築工事

伊皿子マンション　新築工事

渋谷神山町里見邸　新築工事

小林ハウス　新築工事

武蔵建設（合）

三栄建商(株)

(株)タクマ

(有)ユウセイ

扶桑建設(株)

大成建設(株)

扶桑建設(株)

(株)三恵建設

西武建設(株)

(株)大塚工務店

西武リニューアル(株)

中島建設(株)

三栄建商(株)

西武建設(株)

西武建設(株)

吉沼建商(株)

多加城技建(株)

(株)大塚工務店

坪井工業(株)

都立秋留台高校

大谷建興(株)

河村建設(株)

国分寺市

(株)五光建設

小沢土建

西武建設(株)

西武建設(株)

西武リニューアル(株)

西武建設(株)

(株)五光建設

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

スチール建具、ステンレス建具、オペレーター工事

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

小平市小平第12小学校耐震補強及び大規模改修工事

警視庁有家族待機宿舎　桜住宅外壁その他工事 アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、パネル

国立せきやビル　新築工事 アルミ建具、カーテンウォール

ゆいのもり通所授産施設　新築工事 アルミ、スチール建具

日本和楽器会館　改修工事

アルミ建具

ガラス工事

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

豊島園温浴施設　新築工事 アルミ建具、カーテンウォール

国分寺市立第1中学校、第7小学校

立川Nビル　新築工事

中川ビル　新築工事

新宿小守　新築工事

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

金物

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

小川橋医院　新築工事

東京都秋留台高等学校(14)錠前交換工事

府中(14)庁舎　改修工事

通信総合研究所　建具改修工事

スチール建具

アルミ建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター、手摺

アルミ、スチール建具

グレイスガーデン武蔵小山　新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具

エレンシア立川トレス　新築工事

サーラ442　大規模改修工事

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター

アルミ、スチール建具

(株)せきど

西武建設(株)

西武リニューアル(株)

東京都国分寺市庁舎　改修工事
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2003年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ建具

アルミ、スチール建具

アルミ建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具上野邸　新築工事

広尾マンション906　改修工事

敷島製パン㈱　多摩物流センター工事

クスリのカツマタ今井町薬局

西東京市立泉小学校　体育館大規模改造

(株)セキスイインテリア

西武リニューアル(株)

(株)日本シェルター

大谷建興(株)

谷沢建設(株)
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2002年度

アルミ、スチール、ステンレス建具

緑屋店舗Ⅱ　改装工事

所沢市東部クリーンセンター　建設工事

都立秋留台高校　改修工事

小平市立第12小学校　耐震補強及び大規模改修工事

綜合警備保障(株)川崎寮　改修工事

電設健保御宿保養所　改修工事

国立東4丁目計画　新築工事

宗源寺庫裡　増改築工事

国分寺市立第5中学校　改修工事

京急シティ多摩川　新築工事

都立府中療育センター病棟　二重サッシ改修工事

保恵学園保育所　改修工事

こまくさ工房　新築工事

立川市立第4中学校　防音機能復旧工事

都住12H-108北(村山)工事・6号棟

小平市立小平第1小学校　改修工事

都住12C-102・802北(村山・武蔵村山)工事

森邸　新築工事

横田(12)運動施設　新設建築工事

調布サレジオ神学院　改修工事

エクステリア宮島マンション　新築工事

錦町2丁目マンション　新築工事

小平市立花小金井南町地区地域センター改修

JA東京みどり国立支店　改修工事

古田邸　新築工事

白金台丸山邸　新築工事

西武園競輪場シアター　改修工事

ライネスハイム武蔵小杉

グランシティ武蔵小金井　新築工事

西武新宿線ペペプリンスホテル直営店　改修工事

西武鉄道東村山第2社員寮　改修工事

立川市立第4中学校校舎　耐震補強工事

青梅公共職業安定所OAフロア等　改修工事

大谷建興(株)

河村建設(株)

西武・明豊特別共同企業体

東京都

武蔵建設（合）

武蔵建設（合）

(株)大塚工務店

西武リニューアル(株)

大谷建興(株)

扶桑建設(株)

国分寺市

西武建設(株)

東京都

テイクワン建設(株)

青昭工務店

河村建設(株)

(株)エスキス

(株)清水建設工業

(株)五光建設

新日本工業(株)

大谷建興(株)

粕谷建設(株)

アルミ、スチール建具

アルミ建具、カーテンウォール

金物

アルミ建具、金物

アルミ、スチール建具

(株)大塚工務店

菱和建材(株)

西武建設(株)

(株)太陽

(株)野原産業

東山工業(株)

テイクワン建設(株)

谷沢建設(株)

アルミ建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

アルミ建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、手摺

ステンレス手摺

ステンレス建具

アルミ建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

アルミ建具

アルミ建具

アルミ建具

アルミ建具

アルミ建具

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

西武建設(株)

西武建設(株)

西武建設(株)
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2002年度

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

西武鉄道システム開発電算室　セキュリティ工事

小室マンション　新築工事

西東京市柳沢中学校　体育館大規模改修工事

大泉学園跨線橋(保谷北)工事

多摩カスタマーセンター(東村山)工事

キーコーヒー㈱第2別館　新築工事 西武建設(株)

西武建設(株)

扶桑建設(株)

大谷建興(株)

坪井工業(株)

谷沢建設(株)

スチール建具、金物

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具
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2001年度

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

シャッター

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミフロント

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

小平市立小平第12小学校
耐震補強及び大規模改造工事(建築工事)

赤坂プリンスホテル(共同住宅)　新築工事

小平市立花小金井南地域センター・児童館建設工事

あさひ銀行小手指支店　改修工事

動物医薬品検査所水産用ワクチン検査等その他建築工事

平野マンション　新築工事

警視庁昭島警察署福島交番庁舎　改修工事

府中診療所　新設建築工事

国立市立小学校校舎等　金属製建具保守点検委託

立川市下水終末処理場

小平市喜平図書館　建具等改修工事

警視庁立川警察署　立川南口交番庁舎工事

平沢記念病院　改修工事

(株)みんけん

武蔵建設(株)

西武建設(株)

国立市

河村建設(株)

小平市

菊屋建設(株)

西武建設(株)

(株)清水建設工業

西武リニューアル(株)

(株)五光建設

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

中村建設(株)

(株)五光建設

東京都水源管理事務所奥多摩出張所　車庫シャッター工事

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

(株)中村建築工業

雨間高野マンション　新築工事
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アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミ手摺

アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミ手摺

練馬駅西自転車駐輪場　建設工事

都住11H-114南(日野新町1丁目)工事

国分寺市立第2中学校　校舎耐震補強工事

西武池袋駅　改修工事

レーベンハイム東伏見弐番館　新築工事

練馬駅施設及び店舗計画

こころ保育園　増改築工事

西立川児童館　改築工事

東京都立川合同庁舎　屋上改修その他工事

都住11C-101北(花小金井4丁目)工事

西友練馬駅高架下店　新築工事

立川市立第4中学校　耐震補強及各所改修工事
防音機能復旧工事

2000年度

工　 事　 名

西武建設(株)

西武建設(株)

西武・田村共同企業体

松本・吉沢建設共同企業体

アルミ、スチール建具 (株)縄組

アルミ、スチール、ステンレス建具 西武建設(株)

アルミ手摺

河村建設(株)

アルミ、スチール建具 (株)清水建設工業

アルミ、スチール建具 西武建設(株)

西武建設(株)アルミ、スチール、ステンレス建具

西武リニューアル(株)

西武建設(株)

アルミ、スチール建具 (株)清水建設工業

アルミ、スチール建具 原島建設(株)

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

福生第4市営住宅　建設工事

電設健康保険組合　御宿保養所

河村建設(株)

レーベンハイム東伏見壱番館　新築工事

工 　種 施 　工　 者

アルミ手摺

アルミ、スチール建具、トップライト
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アルミ、スチール建具、アルミ手摺

アルミ、スチール建具

西池袋ビル　新築工事

茨木マンション　新築工事

警視庁立川警察署若葉町駐在所庁舎　新築工事

西国分寺第2団地北　BL第1住宅工事

HANAKO.M　新築工事

立川市立第10小学校校舎　防音機能復旧工事(建築第2期)

レーベンハイム武蔵関　新築工事

都住08H-103北及び08-107北(東村山本町)工事

都住09H-006南(武蔵野緑町)工事

都住10H-008・805南(国分寺泉町2丁目)工事

グランシティ武蔵関　新築工事

都立八王子工業高等学校(11)校舎サッシ改修工事

1999年度

立川競輪場中央スタンド　改装そのⅠ工事

都住10M-101・801南(福生熊川第3)工事

都住09H-103南(長房)工事

都住10M-102北(東大和向原)工事

工　 事　 名

(株)縄組

西武建設(株)

西武建設(株)

東京都教育庁

西武建設(株)

武蔵建設(合)

(株)テイクワン建設

(株)中村建築工業

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具、アルミ手摺

並木産業(株)

西武建設(株)

西武建設(株)

トステム(株)アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、アルミ手摺 早野組・真尾建設共同企業体

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具、ゲート

(株)みんけん

アルミ、スチール、ステンレス建具、アルミ手摺

工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

並木産業(株)

(株)五光建設
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1998年度

都立五日市高等学校(9)　グランド整備・体育棟工事

六本木ディープブルー　新築工事

都住08H-103北及び08M-107北(東村山本町)工事

警視庁立川警察署　富士塚交番工事

関東管区警察学校本館　耐震改修その他工事

福生クリニック　増築工事

都住09M-109北R棟(大沼町1丁目)工事

サンシャインモータース　本社ビル新築工事

パークアベニュー秋津壱番館　大規模改修工事

永福町集約料金所　他改築工事

三多摩共同　労働会館

グランツ拝島　新築工事

立川市立立川第10小学校　防音復旧鋼製建具改修工事

都立五日市高等学校(9)　整備工事鋼製建具工事

細田製作所　新築工事

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、シャッター

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

武蔵建設(合)

宮本建設(株)

西武建設(株)

(株)みんけん

(株)五光建設

並木建設(株)

宮本建設(株)

(株)清水建設工業

谷沢建設(株)

西武リニューアル(株)

施 　工　 者

アルミ、スチール建具、アルミ手摺

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ手摺

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

西武建設(株)

西武・タケダ共同企業体

菊屋建設(株)

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ手摺

アルミ手摺

(株)五光建設

(株)清水建設工業アルミ、スチール建具、シャッター

工　 事　 名 工 　種
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1997年度

あさひ銀行立川支店　新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター 大和建設(株)

東京リネンサービス(株)　本社ビル新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター 西武建設(株)

野山北　六道山公園工事　事務所棟・倉庫棟 岩崎建設(株)

西武鉄道　所沢寮改修工事 西武建設(株)

西武園競輪場　第Ⅳ期工事改築計画 西武建設(株)

三多摩三菱自動車販売(株) (株)五光建設

ワルツビル屋上社員食堂　増築工事 西武建設(株)

西武園競輪場インフォメーション　改修工事 西武建設(株)

東京都農業試験場　作物・倉庫棟改修工事 並木産業(株)

立川市立第5中学校　給食配膳室増築その他 佑和建設(株)

セザール富士見台　新築工事 西武建設(株)

菅邸　新築工事 谷沢建設(株)

立川競輪場　場内各所補修その1工事 並木産業(株)

都住08M-707建(村山アパート)工事 (株)みんけん

デザートマルシェあきる野台　新築工事 (株)五光建設

宮寺ビル　新築工事 (株)清水建設工業

立川第1中学校　防音機能復旧工事(建築第2期) (株)長井工務店

玉川上水停留所
インフラ外部建築建設工事(多摩都市モノレール)

スチール、ステンレス建具、ステンレス金物 西武建設(株)

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、手摺

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ、スチール建具

アルミ建具

スチール、ステンレス建具工事
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1996年度

都立第2商業高等学校　サッシ改修工事 アルミ、スチール建具 東京都教育委員会

立川公共職業安定所　内装改装工事 アルミ、スチール建具 中村建築工業(株)

小平市立新小川公民館　建設工事 (株)清水建設工業

武建設本社ビル　新築工事 (株)武建設

ドミール八王子　新築工事 (株)五光建設

警視庁五日市警察署　堀口橋駐在所庁舎改装工事 宮本建設(株)

拝島マンション　新築工事 西武建設(株)

東大和スポーツセンター　新築工事 大井建興(株)

警視庁警察犬第2訓練所　犬舎建具改良工事 相沢建設(株)

グランツ河辺　新築工事 (株)五光建設

西武園競輪場　駐車場新築工事 大井建興(株)

日勝ビル　新築工事 (株)清水建設工業

ガーデンハウス上水　新築工事 西武建設(株)

ケアーハウス小手指　新築工事 西武建設(株)

都立短期大学昭島校舎　 (株)大岡工務店

都立住宅瑞穂町石畑　第3工事 東京建工(株)

立川競輪場インフォメーション　その他改修工事 アルミ、スチール建具 菊屋建設(株)

ソナーレ高田馬場　新築工事 アルミ、スチール建具、手摺 西武建設(株)

航空自衛隊立川研究等　環境整備工事 アルミ、スチール建具 武蔵建設(合)

都立衛生研究所　改修工事 アルミ、スチール建具 菊屋建設(株)

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具、シャッター

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

スチール建具

アルミ、スチール建具、シャッター

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター

アルミ、スチール、ステンレス建具、シャッター

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール、ステンレス建具

アルミ、スチール建具、手摺

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者
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1995年度

東京都福生職員住宅　新築工事 アルミ、スチール、ステンレス建具、パネル工事 西武・田村建設共同企業体

警視庁立川警察署錦町交番　改築工事 日本建設(株)

東京都立小平高等学校(5)　改築工事 西武・山口・日東共同企業体

陸上自衛隊東立川(6)作業所　外壁改修工事 白木建設工業(株)

西武園競輪場　改築計画第Ⅲ期工事 西武建設(株)

大栄太源東京水産ビル　営業所新築工事 梅林建設(株)

東京都住宅供給公社霞台住宅 (株)武建設

豊島園遊園地フラワーエンジン店舗　改装工事 西武建設(株)

仲畑マンション　新築工事 (株)清水建設工業

八王子市立浅川中学校　改修工事 八王子市役所

第1学校給食共同調理場　門扉その他工事 立川市役所

多摩川競艇場　主審判棟改修工事 谷沢建設(株)

立川競輪場　各所補修工事 中村建築工業(株)

都住06M-1109・2107北(小平天神町2丁目) (株)清水建設工業

東大和市庁舎会議棟　新築工事 大和商工リース(株)

高崎　武山ビル　新築工事 西武建設(株)

市立神宝小学校　昇降口改修工事 アルミ建具 東久留米市役所

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、パネル

アルミ、スチール建具

アルミ、スチール建具、手摺

アルミ、スチール、ステンレス建具、パーテーション工事

アルミ、スチール建具

スチール建具、シャッター

アルミ、スチール建具、シャッター

アルミ建具

アルミ、スチール建具

工　 事　 名 工 　種 施 　工　 者

アルミ建具
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